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単位：百万円

R5予算額 目次
1 1-1 災害対応力の充実・強化 1,856 2

1-2 地域防災力の向上 403 10

1-3 災害に強い県土づくり 42,006 16

2 2-1 地域医療提供体制の確保 216,910 24

2-2 感染症対策の推進 55,495 38

2-3 介護の基盤整備と人材確保 33,764 44

2-4 健康づくりの推進 3,730 50

3 3-1 犯罪に強いまちづくり 4,706 54

3-2 交通安全対策の推進 3,960 60

3-3 消費生活の安全確保 79 64

3-4 食の安全・安心と暮らしの衛生の確保 887 68

4 4-1 脱炭素社会の実現 899 74

4-2 循環型社会の構築 1,116 78

4-3 自然環境の保全と活用 135 84

4-4 生活環境の保全 27,362 86

R5予算額 目次
5 5-1 持続可能な観光地づくり 1,594 90

5-2 戦略的な観光誘客 1,635 94

5-3 三重の魅力発信 1,374 98

6 6-1 農業の振興 8,296 104

6-2 林業の振興と森林づくり 5,923 114

6-3 水産業の振興 3,518 120

6-4 農山漁村の振興 6,535 126

7 7-1 中小企業・小規模企業の振興 8,250 132

7-2 ものづくり産業の振興 562 138

7-3 企業誘致の推進と県内再投資の促進 3,498 142

7-4 国際展開の推進 142 146

8 8-1 若者の就労支援・県内定着促進 730 150

8-2 多様で柔軟な働き方の推進 286 154

9 9-1 市町との連携による地域活性化 1,320 160

9-2 移住の促進 94 164

9-3 南部地域の活性化 81 168

9-4 東紀州地域の活性化 146 172

10 10-1 社会におけるＤＸの推進 53 176

10-2 行政サービスのＤＸ推進 90 180

11 11-1 道路・港湾整備の推進 33,599 182

11-2 公共交通の確保・充実 1,033 190

11-3 安全で快適な住まいまちづくり 3,442 196

11-4 水の安定供給と土地の適正な利用 28,068 202

R5予算額 目次
12 12-1 人権が尊重される社会づくり 545 206

12-2 ダイバーシティと女性活躍の推進 218 212

12-3 多文化共生の推進 96 218

13 13-1 地域福祉の推進 4,306 220

13-2 障がい者福祉の推進 19,338 228

R5予算額 目次
14 14-1 未来の礎となる力の育成 953 236

14-2 未来を創造し社会の担い手となる力の育成 509 244

14-3 特別支援教育の推進 2,850 250

14-4 いじめや暴力のない学びの場づくり 474 256

14-5 誰もが安心して学べる教育の推進 109 260

14-6 学びを支える教育環境の整備 13,059 264 .

15 15-1 子どもが豊かに育つ環境づくり 15,522 270

15-2 幼児教育・保育の充実 11,265 278

15-3 児童虐待の防止と社会的養育の推進 5,398 284

15-4 結婚・妊娠・出産の支援 634 290

16 16-1 文化と生涯学習の振興 4,870 296

16-2 競技スポーツの推進 1,750 302

16-3 地域スポーツと障がい者スポーツの推進 636 306

行政運営 1 総合計画の推進 401 310

2 県民の皆さんから信頼される県行政の推進 879 316

3 持続可能な財政運営の推進 143,537 320

4 適正な会計事務の確保 299 322

5 広聴広報の充実 294 324

6 県庁DXの推進 1,642 328

7 公共事業推進の支援 4,701 332

行政委員会 937

議会運営 1,607 338

注） 人件費 201,977

1　人件費は、事業費支弁以外の人件費を記載しています。 公債費 281,736

 　（事業中の人件費は、該当の施策に計上しています。） その他 1,219

2　予算額は、四捨五入の関係で、合計と合わない場合があります。

3　一般会計、特別会計、企業会計の全てを含んでいます。 合計 1,225,338
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令和５年度政策別部別予算表（当初予算）

【一般会計】 （単位：千円）

総務部・部外 政策企画部 地域連携・交通部 防災対策部 医療保健部 子ども・福祉部 環境生活部 農林水産部 雇用経済部 観光部 県土整備部 警察本部 教育委員会 政策別計

Ⅰ-1 防災・減災、県土の強靱化 0 0 0 1,910,668 116,759 0 8,538 4,400,636 0 0 37,605,406 209,957 12,798 44,264,762

Ⅰ-2 医療・介護・健康 0 0 0 13,201 148,576,634 0 0 0 0 0 0 0 0 148,589,835

Ⅰ-3 暮らしの安全 0 0 0 0 369,643 0 136,826 228,785 8,320 0 0 8,599,998 0 9,343,572

Ⅰ-4 環境 12,824 0 0 0 0 0 2,563,515 233,463 0 0 4,621,132 0 0 7,430,934

Ⅱ-5 観光・魅力発信 0 0 0 0 0 0 0 0 1,373,919 3,229,508 0 0 0 4,603,427

Ⅱ-6 農林水産業 0 0 0 0 0 0 0 23,431,170 0 11,204 0 0 0 23,442,374

Ⅱ-7 産業振興 0 32,744 0 0 11,695 0 0 0 12,278,218 0 0 0 0 12,322,657

Ⅱ-8 人材の育成・確保 0 21,508 0 0 0 0 0 0 994,842 0 0 0 0 1,016,350

Ⅱ-9 地域づくり 0 0 1,641,665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,641,665

Ⅱ-10 デジタル社会の推進 97,659 0 0 0 0 0 0 0 45,434 0 0 0 0 143,093

Ⅱ-11 交通・暮らしの基盤 0 0 1,582,545 0 0 0 2,021,313 0 0 0 37,026,349 0 0 40,630,207

Ⅲ-12 人権・ダイバーシティ 3,714 0 0 0 452 149,373 591,643 612 556 0 39,702 0 73,345 859,397

Ⅲ-13 福祉 0 0 0 0 3,635,721 19,965,027 0 28,002 0 15,600 0 0 0 23,644,350

Ⅳ-14 教育 0 0 0 0 0 0 5,488,675 0 0 0 0 0 12,464,151 17,952,826

Ⅳ-15 子ども 0 0 0 0 0 24,386,851 2,986,601 0 0 0 0 0 3,752,266 31,125,718

Ⅳ-16 文化・スポーツ 0 0 2,328,720 0 0 57,567 2,618,839 0 0 0 0 0 2,251,575 7,256,701

行政運営 146,650,066 333,528 0 981 0 0 67,090 0 0 0 4,700,172 1,300 0 151,753,137

行政委員会 28,388 0 864,302 0 0 0 0 23,375 21,359 0 0 0 0 937,424

その他 121,267,212 657,788 2,008,498 610,754 4,416,508 2,470,108 2,524,807 7,251,735 1,917,440 314,681 6,130,606 30,337,927 130,273,857 310,181,921

　（うち人件費） 7,193,196 657,689 2,008,344 610,628 4,397,797 2,470,030 2,407,624 7,251,638 1,917,340 314,651 6,130,534 30,337,742 130,273,715 195,970,928

　（うち公債費） 112,104,817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112,104,817

268,059,863 1,045,568 8,425,730 2,535,604 157,127,412 47,028,926 19,007,847 35,597,778 16,640,088 3,570,993 90,123,367 39,149,182 148,827,992 837,140,350

注 １　「その他（うち人件費）」欄は、事業費支弁以外の人件費を記載しています。（事業中の人件費は、該当の政策欄に記載しています。）
２　議会費は、総務部・部外「その他」欄に含んでいます。

政　　　　　策

部　別　計



主 担 当 部 局 別 目 次 

総務部 

社会におけるＤＸの推進（１０－１）  ・・・・・・・・・・・・・・１７６頁

行政サービスのＤＸ推進（１０－２）  ・・・・・・・・・・・・・・１８０頁

県民の皆さんから信頼される県行政の推進 ・・・・・・・・・・・・３１６頁

持続可能な財政運営の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３２０頁 

広聴広報の充実 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３２４頁

県庁ＤＸの推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３２８頁

政策企画部 

総合計画の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３１０頁

地域連携・交通部 

市町との連携による地域活性化（９－１） ・・・・・・・・・・・・１６０頁

移住の促進（９－２） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６４頁

南部地域の活性化（９－３） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６８頁

東紀州地域の活性化（９－４） ・・・・・・・・・・・・・・・・・１７２頁

公共交通の確保・充実（１１－２） ・・・・・・・・・・・・・・・１９０頁

水の安定供給と土地の適正な利用（１１－４） ・・・・・・・・・・２０２頁

競技スポーツの推進（１６－２） ・・・・・・・・・・・・・・・・３０２頁

地域スポーツと障がい者スポーツの推進（１６－３） ・・・・・・ ３０６頁 

防災対策部 

災害対応力の充実・強化（１－１） ・・・・・・・・・・・・・・・・・２頁

地域防災力の向上（１－２） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０頁

医療保健部 

地域医療提供体制の確保（２－１） ・・・・・・・・・・・・・・・・２４頁

  感染症対策の推進（２－２） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３８頁

  介護の基盤整備と人材確保（２－３） ・・・・・・・・・・・・・・・４４頁

  健康づくりの推進（２－４） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５０頁

食の安全・安心と暮らしの衛生の確保（３－４） ・・・・・・・・・・６８頁 



子ども・福祉部 
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  児童虐待の防止と社会的養育の推進（１５－３） ・・・・・・・・・２８４頁

結婚・妊娠・出産の支援（１５－４） ・・・・・・・・・・・・・・２９０頁

環境生活部 

交通安全対策の推進（３－２） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・６０頁

消費生活の安全確保（３－３） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・６４頁
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循環型社会の構築（４－２） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７８頁
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人権が尊重される社会づくり（１２－１） ・・・・・・・・・・・・２０６頁

ダイバーシティと女性活躍の推進（１２－２） ・・・・・・・・・・２１２頁

多文化共生の推進（１２－３） ・・・・・・・・・・・・・・・・・２１８頁

文化と生涯学習の振興（１６－１） ・・・・・・・・・・・・・・・２９６頁

農林水産部 

自然環境の保全と活用（４－３） ・・・・・・・・・・・・・・・・ ８４頁 

農業の振興（６－１） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０４頁

林業の振興と森林づくり（６－２） ・・・・・・・・・・・・・・・１１４頁

水産業の振興（６－３） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２０頁

  農山漁村の振興（６－４） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２６頁



雇用経済部 

  三重の魅力発信（５－３） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９８頁

  中小企業・小規模企業の振興（７－１） ・・・・・・・・・・・・・１３２頁

  ものづくり産業の振興（７－２） ・・・・・・・・・・・・・・・・１３８頁

  企業誘致の推進と県内再投資の促進（７－３） ・・・・・・・・・・１４２頁

国際展開の推進（７－４） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４６頁

  若者の就労支援・県内定着促進（８－１） ・・・・・・・・・・・・１５０頁

多様で柔軟な働き方の推進（８－２） ・・・・・・・・・・・・・・１５４頁

観光部 

持続可能な観光地づくり（５－１） ・・・・・・・・・・・・・・・・９０頁

  戦略的な観光誘客（５－２） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９４頁

県土整備部 

災害に強い県土づくり（１―３） ・・・・・・・・・・・・・・・・・１６頁

道路・港湾整備の推進（１１－１） ・・・・・・・・・・・・・・・１８２頁

  安全で快適な住まいまちづくり（１１－３） ・・・・・・・・・・・１９６頁

公共事業推進の支援 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３３２頁
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適正な会計事務の確保 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３２２頁

教育委員会 

  未来の礎となる力の育成（１４－１） ・・・・・・・・・・・・・・２３６頁

  未来を創造し社会の担い手となる力の育成（１４－２） ・・・・・・２４４頁

  特別支援教育の推進（１４－３） ・・・・・・・・・・・・・・・・２５０頁

  いじめや暴力のない学びの場づくり（１４－４） ・・・・・・・・・２５６頁 

  誰もが安心して学べる教育の推進（１４－５） ・・・・・・・・・・２６０頁

  学びを支える教育環境の整備（１４－６） ・・・・・・・・・・・・２６４頁



警察本部 

犯罪に強いまちづくり（３－１） ・・・・・・・・・・・・・・・・・５４頁 

議会事務局 

分権時代を先導する議会をめざして・・・・・・・・・・・・・・・・３３８頁 
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施策１－１  

【主担当部局：防災対策部】 

施策の目標 

（めざす姿） 

実践的な訓練を通じて、県、市町、防災関係機関等における災害への即応力の一層の強化や各主体 

の連携・協力体制のさらなる強化に取り組むなど、災害対応力の充実・強化を図ることにより、防災・ 

減災対策のさまざまなステージで各主体が役割を果たし、災害から県民の命と暮らしを守るための体 

制づくりが進んでいます。 

（課題の概要） 

南海トラフ地震や激甚化・頻発化する風水害など大規模な災害が、いつ、どこで発生してもおかし 

くない状況が続いていることから、県民の皆さんの命と暮らしを守るため、高い専門性と機動性を持 

って災害に即応し、的確な対策が実施できるよう、国、市町、防災関係機関等と連携し、災害対応力 

のさらなる向上を図っていく必要があります。 

現状と課題 

①毎年度、総合図上訓練や総合防災訓練を実施し、情報収集力、分析・対策立案力の向上、防災関係

機関との連携強化等に取り組んでいます。近い将来の発生が想定される南海トラフ地震や激甚化･

頻発化する風水害に対し、より迅速かつ的確に災害対策活動が行えるよう、組織体制や災害対応力

の強化、環境の整備が必要です。また、県の業務の継続体制を定めた「三重県業務継続計画（三重

県ＢＣＰ)」の継続的な検証に取り組む必要があります。

②災害対策本部は、警戒体制時は防災対策部内の災害対策室、非常体制時は県庁講堂や講堂棟の会議

室等を活用することとしていますが、南海トラフ地震や激甚化・頻発化している風水害に備えるた

めには、ハード面を含めた災害対策本部機能等の一層の強化が必要です。

③「三重県防災・減災対策行動計画」に基づき、防災・減災対策を推進しています。現行の「三重県

防災・減災対策行動計画」が令和４年度に計画期間を終了することから、これまでの取組の検証や

防災を取り巻く社会情勢の変化等をふまえた新たな計画の策定を進め、防災・減災対策の着実な推

進を引き続き図っていく必要があります。

④国立研究開発法人海洋研究開発機構が開発・整備した、南海トラフ地震を海底で直接検知するため

のＤＯＮＥＴを活用し、県南部地域９市町において津波予測・伝達システムを運用しています。今

後も、伊勢湾岸地域も含めた運用に向けて、引き続き取組を進める必要があります。

⑤「三重県職員防災人材育成指針」をふまえて毎年度策定する計画に基づき研修を実施し、役割や階

層に応じて必要となる能力の向上に取り組んでいます。今後も計画的・継続的に職員の人材育成を

進める必要があります。

災害対応力の充実・強化 

2



⑥国や他都道府県等からの応援を円滑に受け入れ、効果的な被災者支援につなげるためには、県と市

町が連携した受援体制を構築する必要があり、「三重県市町受援計画策定手引書」を活用した市町

受援計画策定の支援等により、市町の受援体制の整備を促進しています。引き続き、県と市町とが

一体となった受援体制が整備されるよう市町の取組を支援する必要があります。 

 

⑦本県への台風襲来が予想される場合は、タイムラインを発動し、各段階に応じた「抜け・漏れ・落

ち」のない災害対策を講じています。引き続き、「三重県版タイムライン」について、市町のタイ

ムラインと連携して運用・検証し、台風接近時の適切な災害対策活動に取り組む必要があります。 

 

⑧物資の備蓄について、「三重県備蓄・調達基本方針」に基づき、セーフティネットとして現物備蓄

をしている食料や飲料水、生活必需品を適切に管理するとともに、県と市町で公的備蓄・調達目標

に対する充足状況を把握・共有しています。引き続き、備蓄目標に達していない哺乳瓶等の品目に

ついては、確保に努める必要があります。 

 

⑨「南海トラフ地震臨時情報」への対応について、市町に対して地域防災計画の修正や事前避難対象

地域の設定に関する助言を行うとともに、市町と連携して市町域を越える広域避難の検討に取り組

みました。また、南海トラフ地震臨時情報が発表された際に県民が適切な避難行動をとれるよう県

広報など、各種媒体を活用した普及啓発にも取り組んでいます。引き続き、市町と連携し、県有施

設の活用も含め、市町域を越える広域避難の具体的な調整等に取り組むとともに、県民等に対して

南海トラフ地震臨時情報への対応を周知する必要があります。 

 

⑩広域防災拠点について、災害発生時に物資集配機能や情報通信機能等が十分発揮できるよう、消防

設備・フォークリフト・非常用電気設備の点検や施設の修繕等の維持管理を行っています。引き続

き、適切な維持管理を行う必要があります。 

 

⑪防災通信ネットワークについて、常に良好な通信状態を確保するため、適正な維持管理を行うとと

もに、無線設備の新基準・新規格への適合や、機器の老朽化対応など、地上系防災行政無線設備の

更新を実施しています。今後は、衛星系防災行政無線の新規格への対応を計画的に進める必要があ

ります。 

 

⑫消防団の入団促進や消防本部の連携強化に取り組んでいます。近年の大規模な災害の発生により、

消防に寄せられる県民の期待はますます大きくなっていることから、引き続き、消防体制および消

防力のさらなる充実・強化に取り組む必要があります。 

 

⑬高圧ガス等の事故防止に向けて、保安確保のための取組を行っています。高圧ガス等の取扱事業者

に対して保安検査および立入検査等を実施し、適正な保安管理等の徹底を指導することにより、引

き続き、事業者の自主保安を推進し、産業保安の確保を図る必要があります。 

 

⑭防災ヘリコプターの運航により山岳遭難、水難事故等における要救助者及び傷病者等の救助、救急

搬送や林野火災における空中消火を行っています。引き続き、安全管理を徹底し、適正に運航を行

う必要があります。 
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⑮消防学校において消防職団員等に各種教育訓練を実施しています。引き続き、南海トラフ地震等の

大規模災害時においても迅速、確実に救助活動等が行えるよう訓練環境を整え、消防職団員の人材

育成や資質向上に取り組む必要があります。 

 

⑯有事への対応を迅速かつ的確に行うため、令和５年１月に国、関係機関と連携した国民保護図上訓

練を実施しました。訓練を通じて明らかになった課題に対応するとともに、国民保護に関する県民

の理解を促進するため周知啓発を行っていく必要があります。 

 

⑰ＢＣＰの考え方に基づく病院災害対応マニュアルの整備促進に取り組むとともに、研修等の実施に

よる災害医療コーディネーター、災害薬事コーディネーター、ＤＭＡＴ、ＤＰＡＴ、ＤＨＥＡＴの

体制強化等に取り組んでいます。引き続き、災害発災時における保健医療体制の充実・強化に取り

組む必要があります。 

 

⑱災害発生時、被災者の救出・救助に加え、被災状況を映像で把握することができる警察用航空機を

迅速に運航することが重要となることから、その安全運航に必要な機体の整備や操縦士の育成を図

る必要があります。 

 

令和５年度の取組方向 

 

①大規模災害発生時に県民の命を守ることを最優先に活動することができるよう、災害対策本部の初

動対応力をより一層強化するため、外部の専門的なノウハウを活用した実践的な図上訓練を実施し、

災害に即応できる人材育成に取り組むとともに、災害対策本部の対応方針を決定するシチュエーシ

ョンルームをより効果的に運用するための環境整備を行います。また、大規模災害時に災害対応を

円滑に実施できるよう、各所属が優先して取り組む業務などを整理した「三重県業務継続計画（三

重県ＢＣＰ)」の継続的な検証に取り組みます。 

 

②市町や国、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、災害対策活動のオペレー

ション機能の強化に向けた取組を進めるとともに、大規模災害発生時にライフラインが途絶した状

況においても災害対策本部が継続的に災害に対応できるよう、職員の活動環境の整備を図ります。 

 

③新たに策定する「三重県防災・減災対策アクションプラン（仮称）」に基づき、災害対応力の充実・

強化、地域防災力の向上に取り組みます。 

 

④南海トラフ地震による津波を早期に検知し、迅速な初動対応や的確な避難につなげるため、「ＤＯＮ

ＥＴを活用した津波予測・伝達システム」を引き続き運用するとともに、伊勢湾岸地域への運用拡

大に向けて取り組みます。 

 

⑤「三重県職員防災人材育成指針」をふまえて毎年度策定する研修計画に基づき、東日本大震災の被

災体験談など災害（被災）のイメージ力を向上させる研修教材等を活用しながら、役割別や階層別

の研修等を通じて職員の防災・減災に対する能力の向上に取り組みます。 

 

 

防災対策部 
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⑥市町受援計画に基づき、避難所までの物資輸送、他県等から市町への応援職員やボランティアの受

け入れ等が円滑に進むよう、市町における受援体制の整備を支援します。 

  

⑦「三重県版タイムライン」を市町のタイムラインと連携して運用・検証し、台風接近時の適切な災

害対策活動に取り組み、被害の最小化につなげます。 

 

⑧物資の備蓄について、現物備蓄している物資の適切な管理を行うとともに、市町と連携して必要な

物資を現物備蓄または流通備蓄により確保します。 

 

⑨「南海トラフ地震臨時情報」が発表された場合の適切な避難行動に資する啓発や、県有施設の活用

も含めた市町域を越える広域避難の具体的な調整等について、市町と連携し「南海トラフ地震臨時

情報」の発表に備えた対策の充実を図ります。 

 

⑩広域防災拠点について、施設の機能が維持されるよう必要な点検や修繕等により、適切な維持管理

を行います。 

 

⑪救助・救援に必要な情報の伝達・共有を確実にし、災害時における県・市町や防災関係機関との通

信を確保するための防災通信ネットワークについて、衛星系防災行政無線設備の新規格への対応に

向けて、より信頼性の高い設備に更新するとともに、適切に維持管理を行います。 

 

⑫減少傾向にある消防団員を確保するため、市町および三重県消防協会と連携し、機能別消防団員制

度の導入を促進しつつ、特に、近年大きく減少している青年層団員の確保に注力するなど、消防団

の充実・強化に取り組みます。また、「三重県消防広域化及び連携・協力に関する推進計画」に基づ

き、消防の広域化および連携・協力の推進に取り組みます。さらに、Ｇ７三重・伊勢志摩交通大臣

会合の円滑な実施のため、関係機関等との連携により、消防・救急体制の確保に必要な取組を行い

ます。 

 

⑬高圧ガス等の産業保安について、適正な保安管理等を徹底するため、保安検査、立入検査等を実施

するとともに、自主保安の推進を支援するための研修等を行います。また、「三重県石油コンビナー

ト等防災計画」に基づき、コンビナート事業者の防災対策を促進します。 

 

⑭防災ヘリコプターの運航により山岳遭難、水難事故等における要救助者及び傷病者等の救助、救急

搬送や林野火災における空中消火を迅速かつ的確に行います。また、二人操縦士体制により、運航

の安全性を確保します。 

 

⑮消防学校において消防職団員等に各種教育訓練を実施し、知識・技術の習得を図るとともに、実践

的な救助訓練等にも取り組みます。 

 

⑯有事への対応をより迅速かつ的確に行うため、三重県国民保護計画等の所要の見直しを行うととも

に、国、関係機関と連携した図上訓練を実施します。また、国民保護に関する県民の理解を促進す

るため周知啓発を行っていきます。 
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⑰災害時においても必要な保健医療が提供できるよう、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、研修等の実施による災害医療コーディネーター、災害薬

事コーディネーター、ＤＭＡＴ、ＤＰＡＴ、ＤＨＥＡＴの体制強化等に取り組みます。特に、急性

期の災害医療体制を強化するため三重ローカルＤＭＡＴの養成に取り組みます。 

 

 

⑱警察用航空機のうち航空「いせ」が、令和５年度に法定点検を迎えるため、必要な整備を行います。

また、新規操縦士候補者である職員に対し、警察用航空機運航に必要な資格を早期に取得させます。 

 

KPI（重要業績評価指標） 

 
 令和３年度 ４年度 ５年度 ８年度 

項目 
（項目の説明） 

 目標値 目標値 目標値 
現状値 実績値 実績値 実績値 

県の災害等への対応力を向上させる

ために実施する訓練の回数 

（県が主催し、国・市町・防災関係

機関と連携して実施している訓練

や、各部隊・地方部で実施する訓練

の回数） 

  

21回 

 

 

21回 

 

21回 

 

14回 

 

 

－ 

 

－ 

 

－ 

市町が実施する図上訓練に対して県

が支援・参加した市町数 

（市町が実施する図上訓練に対し

て、県が支援や参加を行った市町の

数（支援・参加済み市町数）） 

  

３市町 

 

 

10市町 

 

29市町 

 

－ 

 

 

－ 

 

－ 

 

－ 

消防団員の減少数 

（各市町における消防団員の前年か

らの減少数） 

  

200人 

 

 

150人 

 

０人 

 

250人 

 

 

－ 

 

－ 

 

－ 

県内のＤＭＡＴチーム数 

（県内の医療機関が保有するＤＭＡ 

Ｔチーム数） 

  

29隊 

 

 

34隊 

 

51隊 

 

29隊 

 

 

－ 

 

－ 

 

－ 

 

 

 

警察本部 

医療保健部 
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主な事業 

 

①（一部新）災害即応力強化推進事業 

（第２款 総務費 第８項 防災費 １ 防災総務費） 

予算額：(R4) ４１，８７５千円 → (R5) １１１，８２１千円 

事業概要：災害対策本部活動に携わる職員の初動対応力をさらに向上させるため、防災訓練に精

通する専門組織のノウハウを取り入れた実践的な図上訓練や、災害対策本部の中枢を

担う総括部隊をはじめとする各部隊の訓練を実施します。また、災害発生時やそのお

それがあるときに、市町のニーズに応じた支援をより的確に実施できるよう、緊急派

遣チームの活動体制を整備します。さらに、大規模災害発生時においても初動の段階

から迅速かつ的確に災害対策活動を実施することができるよう、防災対策部内に常設

のオペレーションルームやシチュエーションルームを整備し、災害対策本部の機能充

実を図ります。 

 

②（一部新）災害対策管理費 

（第２款 総務費 第８項 防災費 １ 防災総務費） 

予算額：(R4) ４８，５０４千円 → (R5) ５３，３６５千円  

事業概要：「南海トラフ地震臨時情報」が発表された際に適切な避難行動がとれるよう、県民に

対して啓発を行うとともに、事前避難に必要となる避難所の確保や市町域を越える広

域避難の調整等に取り組みます。また、集中豪雨や台風、地震による大規模災害に備

えるため、被災者の避難生活に必要となる物資の備蓄を行います。さらに、大規模災

害時に本庁舎のライフラインが途絶した状況においても、災害対策本部活動を確実に

展開できるよう、災害対応に従事する要員の活動環境の整備を図ります。 

 

③防災行政無線整備事業 

（第２款 総務費 第８項 防災費 １ 防災総務費） 

予算額：(R4) １，２９９，０１２千円 → (R5) １３，４０９千円 

事業概要：通常の通信手段が遮断された場合においても、災害対策活動に必要な通信を確実に確

保するため、防災通信ネットワークにおける衛星系防災行政無線設備について、新規

格への対応に向けた設備の更新を計画的に行います。 

 

  ④（一部新）消防行政指導事業 

（第２款 総務費 第８項 防災費 ２ 消防指導費） 

   予算額：(R4) １２，１５２千円 → (R5) ２２，３２０千円 

   事業概要：消防団員の確保に向け、市町が実施する先進的で他市町への水平展開が見込めるモデ

ル的な取組を支援するほか、県が所管する制度を活用した入団促進に資する仕組みの

構築を図ります。また、「三重県消防広域化及び連携・協力に関する推進計画」に基

づき、市町の消防の広域化および連携・協力に向けた取組を推進します。さらに、Ｇ

７三重・伊勢志摩交通大臣会合における消防・救急特別警戒体制を確保します。 

 

 

 

 

 

防災対策部 
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 ⑤高圧ガス指導事業 

（第２款 総務費 第８項 防災費 ３ 銃砲火薬ガス等取締費） 

予算額：(R4) １７，６６６千円 → (R5) １８，６８８千円 

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の徹

底や、許認可申請に対する審査および保安検査等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目的とした研修を行います。さらに、Ｇ７三重・伊勢志摩

交通大臣会合における保安確保のため、高圧ガス事業者への立入検査を実施します。 

 

  ⑥防災ヘリコプター運航管理費 

（第２款 総務費 第８項 防災費 １ 防災総務費） 

予算額：(R4) ４９７，７７６千円 → (R5) ５５６，９７２千円 

事業概要：災害や山岳遭難、水難事故等の発生時に、傷病者等の救助、救急搬送等を迅速かつ的

確に行うことができるよう、防災ヘリコプターを安全かつ適正に運航します。 

  

⑦消防職団員教育訓練費 

（第２款 総務費 第８項 防災費 ２ 消防指導費） 

予算額：(R4) １６，７０５千円 → (R5) １８，６２２千円 

事業概要：消防学校において、基本的・専門的な教育訓練に加え、大規模災害を想定したさまざ

まな実践的訓練を実施することで、安全、的確、迅速に消火・救急活動等ができる消

防職団員を育成します。 

 

  ⑧（一部新）国民保護対策費    

（第２款 総務費 第８項 防災費 １ 防災総務費） 

   予算額：(R4) １，２３９千円 → (R5) ８，０７９千円  

   事業概要：有事への対応をより迅速かつ的確に行うため、国および関係機関と連携した国民保護

訓練を実施するとともに、三重県国民保護計画等の所要の見直しを行います。また、

有事の際に県民の命を守るため、避難施設の指定を進めるとともに、県民が適切な避

難行動をとれるよう周知啓発を行います。 

 

 

⑨（一部新）災害医療体制強化推進事業 

  （第３款 民生費 第４項 災害救助費 １ 救助費） 

  予算額：（R4） ３８，３０１千円 → （R5） １０９，３５４千円 

  事業概要：災害時においても全ての病院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

定着化を図ります。また、保健医療活動を支える人材を育成するため、災害医療コー

ディネーター研修や災害看護研修等の実施、三重ローカルＤＭＡＴの養成に取り組む

とともに、ＤＨＥＡＴ研修へ参加します。 

 

 

 

 

 

 

医療保健部 
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⑩ヘリコプター運用・維持事業 

（第９款 警察費 第１項 警察管理費 ３ 装備費） 

 予算額：(R4) ５，４３２千円 → (R5) １７６，６６９千円 

事業概要：警察用航空機のうち航空「いせ」が、令和５年度に法定点検を迎えるため、必要な整

備を行うほか、新規操縦士候補者である職員に対し、警察用航空機運航に必要な資格

を取得させます。 

 

警察本部 
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施策１－２  

 

 

 

【主担当部局：防災対策部】 

施策の目標 

（めざす姿） 

地域や学校における防災に関する取組が継続的に行われることで、夜間に地震や突発的な豪雨が発

生した場合など通常より避難が困難な状況であっても、すべての避難を必要とする人が適切に避難で

きる地域づくりが進むとともに、災害を「我が事」としてとらえ自ら進んで防災情報をホームページ

等から収集するなど県民の皆さんの防災意識が高まり、日ごろから災害への備えが進んでいます。 

（課題の概要） 

人口減少と高齢化の一層の進展により、地域の防災活動を担う人材が不足するとともに、災害時の

避難行動に支援を要する人が増加し、地域における日ごろからの災害への備えが求められています。 

 

現状と課題 

①近い将来の発生が想定される南海トラフ地震や激甚化・頻発化する風水害に備えるため、「みえ防

災・減災センター」と連携し、県民の「自助」や地域の「共助」による防災活動を支援する防災人

材の育成をはじめ、シンポジウムの開催や「みえ防災・減災アーカイブ」の活用による県民の防災

意識の醸成、課題に応じた研修会の実施や防災相談への対応など市町や企業等の支援に取り組んで

います。今後も育成した人材を活用するとともに、さまざまな防災関係機関、県民等が相互に連携

し、防災対策に取り組む必要があります。 

 

②市町における津波避難対策は着実に進んでいますが、その効果をより確かなものにするため、これ

まで実施してきた対策の検証を行う必要があります。南海トラフ地震による津波から県民の命を守

るため、津波から迅速かつ安全に避難できるかについて検証を行い、必要な対策を促進する必要が

あります。 

 

③避難所の適切な運営や避難所における感染症対策に関するアセスメントを実施しています。また、

災害リスクの高い区域に立地する社会福祉施設における実効性のある避難対策を進めるため、モデ

ル施設を選定の上、課題の洗い出しと訓練による解決策の検証に取り組んでいます。今後も、県民

の適切な避難行動を促進するための取組を支援する必要があります。 

 

④少子高齢化の進展により、地域の防災活動を担う若い人材が不足し、若者の参画が進まない現状が

あります。地域における防災活動を持続的に推進するためには、若者の防災意識の向上を図り、次

代の地域防災を担う人材を育成する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

地域防災力の向上 
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⑤ハザードマップの作成や地域の避難計画、避難行動要支援者の個別避難計画の策定など、市町が取

り組む風水害対策や南海トラフ地震対策の充実・強化について、地域減災力強化推進補助金による

支援を行っています。また、同補助金を活用して、避難所運営マニュアルの作成や新型コロナウイ

ルス感染症対策に必要な資機材整備など、市町による避難所の運営・環境整備の取組を支援してい

ます。さらに、海抜ゼロメートル地帯の広域避難対策として、桑員地域２市２町及び三泗地区１市

３町における広域避難に関する取組を支援しています。引き続き、市町が実施する防災・減災対策

の取組を支援する必要があります。 

 

⑥災害時の県民の適切な避難行動を促進するとともに、県民の防災意識の向上を図るため、気象や災

害に関する防災情報を、ホームページやＳＮＳなどさまざまな手段を用いてわかりやすく提供して

います。今後も、避難を必要とするすべての人が適切に避難を行えるよう、きめ細かな防災情報を

多様な媒体により迅速にわかりやすく提供する必要があります。 

 

⑦「みえ災害ボランティア支援センター（ＭＶＳＣ）」の運営に参画し、ＭＶＳＣの参画団体が実施

する研修会等へ参加することにより、ＭＶＳＣとの連携強化を図っています。引き続き、大規模災

害時に、県内外からのボランティアや専門性を有するＮＰＯ等が、円滑かつ効果的に支援活動がで

きる環境を充実・強化する必要があります。 

 

⑧防災ノートを県内の小学校、中学校、高校、特別支援学校等の新入生等に配付するとともに、防災

ノートと１人１台学習端末を組み合わせた防災教育に取り組んでいます。引き続き、防災ノートと

新たに作成したデジタルコンテンツを活用して、効果的な防災学習を進める必要があります。 

 

⑨防災に関する専門的な知識・スキルを持つ教職員を養成するため、学校防災リーダー等教職員研修

を実施するとともに、学校が実施する体験型防災学習や防災訓練等の取組を支援しています。本県

の高校生が東日本大震災の被災地を訪問し、ボランティア活動や交流学習に取り組むこととしてい

ます。引き続き、研修等を通じて、教職員の防災意識と指導力の向上を図るとともに、被災地との

交流に取り組む必要があります。 

 

⑩学校の危機管理マニュアルの改訂や避難訓練、防災教育の実践方法等について、市町や県立学校に

指導・助言を行っています。また、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災害時学校支援チームについて、スキルアップ研修を開催し、隊員の資質向上

を図っています。今後も市町等と連携して、学校の防災対策の強化に向けた取組を推進する必要が

あります。 

 

令和５年度の取組方向 

 

①「みえ防災・減災センター」と連携し、県民の「自助」や地域の「共助」による防災活動を支援す

る人材を育成するとともに、みえ防災人材バンクへの登録を進め、登録した人材を地域の防災活動

へ派遣します。また、県民の防災意識の醸成につながるシンポジウムや研修会、みえ防災・減災ア

ーカイブを活用した普及啓発を行うとともに、企業や市町・自主防災組織等の活動支援に取り組み

ます。 

 

防災対策部 
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②有識者の助言を得ながら、夜間など避難が困難な状況であっても津波から迅速かつ安全に避難でき

るかの観点で、これまでの津波避難対策の実効性について検証を行うとともに、ハード・ソフトを

組み合わせながら、課題解決のための対策を行う市町に対し支援を行います。 

 

③感染症対策をふまえた避難所運営について、アセスメントの実施などにより運営に携わる自主防災

組織等の対応力向上を図ります。また、災害リスクの高い区域に立地する社会福祉施設における実

効性のある避難対策を促進します。 

 

④県内の学生等を地域防災の担い手として育成し、その方々が若年層の防災意識の向上を図るととも

に、他の若者を巻き込んで地域で防災活動を行うことにより、災害に強い地域づくりを進めます。 

 

⑤市町が取り組む風水害対策や南海トラフ地震対策の充実・強化、避難所運営マニュアルの作成や避

難所における新型コロナウイルス感染症対策の取組、海抜ゼロメートル地帯での広域避難を含めた

避難対策を支援します。 

 

⑥「防災みえ．ｊｐ」のホームページやメール・ＳＮＳにより気象や災害に関する防災情報を県民に

迅速にわかりやすい表現で提供することで、県民の適切な避難行動を促進します。 

 

 

⑦大規模災害時に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、研修会の開催等を通じ、市町・社会福祉協議会・    

ＮＰＯ等と連携して市町における受援体制の整備の支援に取り組みます。 

 

 

⑧県内の小学校、中学校、高校、特別支援学校等の新入生等に防災ノートを配付するとともに、防災

タウンウォッチングや避難訓練など、防災教育のさまざまな場面で１人１台学習端末を活用した取

組を推進します。また、保護者と児童生徒が、防災ノートや地震体験動画などの防災教育用デジタ

ルコンテンツを活用して、家庭の防災対策を話し合うことを促進するなど、家庭における防災の取

組を進めます。 

 

⑨家庭や地域と連携した学校の体験型防災学習等を支援するとともに、学校防災リーダー等教職員を

対象とする防災研修に、学校危機管理マニュアルの改訂のポイントや 1 人 1 台学習端末を活用した

防災授業の指導方法を取り入れるなど、教職員の防災意識と指導力の向上を図ります。また、県内

の中高生を東日本大震災の被災地に派遣し、現地の方との交流や学習を通して、災害時に地域で自

ら行動できる防災人材の育成に取り組みます。 

 

⑩学校の危機管理マニュアルの改訂や避難所運営にかかる訓練等について、市町や県立学校への指導

助言を行うとともに、災害時学校支援チーム隊員のスキルアップを図り、県内外で災害が発生した

際には、被災した学校にチーム隊員を派遣して、教育再開等の支援を行います。 

 

 

 

教育委員会 

環境生活部 
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KPI（重要業績評価指標） 

 

 令和３年度 ４年度 ５年度 ８年度 
項目 

（項目の説明） 
 目標値 目標値 目標値 

現状値 実績値 実績値 実績値 

地域で夜間避難に資する取組を新た

に実施した市町数 

（夜間の避難を想定し、訓練や避難

路の確認等を新たに実施した市町

数） 

  

６市町 

 

 

12市町 

 

29市町 

 

－ 

 

 

－ 

 

－ 

 

－ 

県が防災情報を提供するホームペー

ジのアクセス数 

（県が防災情報を提供するツールで

ある防災みえ．ｊｐのホームページ

のアクセス数） 

  

3,247千件 

 

 

3,279千件 

 

3,375千件 

 

3,215千件 

 

 

－ 

 

－ 

 

－ 

津波避難対策として一時避難施設の

整備等に新たに取り組んだ市町数 

（津波避難タワーをはじめとする一

時避難施設の整備など、津波浸水想

定区域内 19市町の全ての要避難者が

確実に避難できるよう、今後５年間

で新たな対策に取り組んだ市町数） 

  

４市町 

 

 

８市町 

 

19市町 

 

－ 

 

 

－ 

 

－ 

 

－ 

家庭や地域と連携した防災の取組を

実施している学校の割合 

（家庭や自主防災組織、自治会など

と、防災訓練などの取組を実施して

いる公立小中学校および県立学校の

割合） 

  

85.0％ 

 

 

100％ 

 

100％ 

 

75.0％ 

 

 

－ 

 

－ 

 

－ 
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主な事業 

 

①（一部新）「みえ防災・減災センター」事業 

（第２款 総務費 第８項 防災費 １ 防災総務費） 

予算額：(R4)  ２５，１２１千円 → (R5)  ２５，２６１千円 

事業概要：「みえ防災・減災センター」と連携し、地域の防災活動を担う人材の育成とその活用

による地域の防災活動の活性化、シンポジウム等による防災啓発、次代を担う若者の

防災意識の向上等に取り組みます。また、地震発生から津波到達までの限られた時間

の中で、県民が命を守るために最適な避難場所へ避難できるよう、津波避難計画の実

効性のさらなる向上に向けて市町とともに取り組みます。 

 

  ②（一部新）地域減災対策推進事業 

（第２款 総務費 第８項 防災費 １ 防災総務費） 

予算額：(R4)  ５５，８３７千円 → (R5) ２０５，８５２千円  

事業概要：南海トラフ地震による津波から県民の命を守るため、地震発生から津波到達までに時

間的余裕がない市町が実施する津波避難タワーや避難路等の整備を支援します。また、

地域の避難計画やハザードマップの作成等を促進するとともに、多様性に配慮した避

難所運営にかかる環境整備等に対して支援を行います。さらに、県北部の海抜ゼロメ

ートル地帯を有する市町を対象とした避難施設等の整備に対する支援を行います。 

 

③地域防災力向上支援事業 

（第２款 総務費 第８項 防災費 １ 防災総務費） 

   予算額：(R4) ５０，６８５千円 →  (R5) １５，８２８千円 

事業概要：県内各地に防災啓発車を派遣して地震体験を通じた防災啓発を実施するとともに、地

区防災計画の作成や避難訓練等の自主防災組織活動の支援などにより、地域防災力の

向上に取り組みます。 

 

④防災情報プラットフォーム事業 

（第２款 総務費 第８項 防災費 １ 防災総務費） 

予算額：(R4) ６６，６５２千円 → (R5) ９３，８２５千円 

事業概要：避難を必要とするすべての人が適切に避難できるよう、防災情報プラットフォームに

ついてサーバーの更新や適切な維持管理を行い、県民に必要な防災情報を多様な媒体

により的確に提供します。 

 

  

⑤災害ボランティア支援等事業 

（第２款 総務費 第５項 生活文化費 １ 生活対策費） 

予算額：(R4) ８，５３３千円 → (R5) ８，５３６千円 

事業概要：大規模災害時に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、研修会や訓練への参加

等を通じ、市町・社会福祉協議会・ＮＰＯ等と連携して市町における受援体制の整備

の支援に取り組みます。 

 

 

防災対策部 

環境生活部 
部 
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⑥学校防災推進事業 

（第 10款 教育費 第１項 教育総務費 ２ 事務局費） 

予算額：(R4) ２１，７３８千円 → (R5) １２，１８６千円 

事業概要：防災ノートを新入生等に配付するとともに、防災ノートと防災教育用デジタルコンテ

ンツを組み合わせた防災教育を推進します。また、体験型防災学習等の支援、学校防

災リーダー等教職員を対象とした防災研修、高校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。 

 

⑦災害時学校支援事業 

（第 10款 教育費 第１項 教育総務費 ２ 事務局費） 

予算額：(R4)  ５６１千円 → (R5) ５００千円 

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。 

 

 

教育委員会 
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施策１－３  

 

 

 

【主担当部局：県土整備部】 

施策の目標 

（めざす姿） 

河川整備や堆積土砂の撤去に加え、流域全体で水害を軽減させる流域治水プロジェクトが進んでい

ます。 

土砂災害から県民の皆さんの生命、財産を守るえん堤等の整備が進み、特に要配慮者利用施設等の

保全が進んでいます。また、盛土災害を防止する通報体制の整備や、山地災害危険地区における治山

施設整備が進んでいます。 

大規模地震発生後の津波等による被害軽減のため、海抜ゼロメートル地帯等における河川・海岸堤

防や大型水門等の耐震対策が進んでいます。 

災害直後から緊急輸送道路の円滑な通行を確保するため、大規模地震後もすぐに通れる橋、土砂崩

れのない道路等の整備が進んでいます。 

河川監視カメラ等の配備拡充による被災情報の迅速な把握や、新規導入した排水ポンプ車など初動

体制が強化されています。 

定期点検に基づく適切なメンテナンスにより、災害時・平常時を問わずインフラの機能が確保され

ています。 

（課題の概要） 

豪雨等が頻発化・激甚化する中で、県内河川は雨水の流下能力が未だ不十分な現状に加え、土砂の

堆積により流れが阻害され、浸水被害が多発するリスクが高まります。加えて、山地では土砂崩れも

増加し、周辺の社会福祉施設を含めた住民への被害が生じるリスクが高まります。 

強い台風の増加による伊勢湾沿岸での高潮や、南海トラフ地震等が想定される中で、堤防や水門等

が強い地震動や高潮・津波に対応できず広範囲で被害が生じるリスクが高まります。 

大規模災害時に緊急輸送道路の通行が不能となり、物資輸送や復旧・復興に大きな支障を及ぼしま

す。 

急速なインフラの老朽化により、災害に対する機能が低下し、小規模な災害でも大きな被害が生じ

るリスクが高まります。 

 

現状と課題 

①令和元年東日本台風や令和２年７月豪雨など、頻発化・激甚化する水害・土砂災害や大規模地震か

ら県民の皆さんの生命と財産を守るため、通常予算に加え「防災・減災、国土強靱化のための５か

年加速化対策」予算を活用し、河川・海岸・治山・土砂災害防止施設の整備や橋梁の耐震対策等を

進めています。しかし、対策が必要な箇所はまだ多数存在しており、防災・減災対策の必要性もま

すます高まっていることから、ハード・ソフトの両面からさらなる推進が求められています。 

 

②気候変動に伴い頻発化・激甚化する水災害に対しては、あらゆる関係者が協働し、流域全体で水害

を軽減させる治水対策「流域治水」を展開することが必要です。令和３年度に取りまとめた「流域

治水プロジェクト」に基づきその取組を推進しています。また、防災・減災や地球温暖化対策など

の観点から生態系を活用したグリーンインフラの展開が求められています。 

 

災害に強い県土づくり 
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③河川等の堆積土砂および樹木繁茂により浸水被害などが助長されるおそれがあることから、河川の

流下能力等を回復するため、緊急浚渫推進事業も活用して河川や砂防えん堤の堆積土砂撤去および

樹木伐採を進めています。 

 

④土砂災害発生の危険性がある区域では、土砂災害防止施設の整備により引き続き対策を進めていま

すが、特に自力避難が困難な方々が利用する要配慮者施設や避難所等を保全していく必要がありま

す。 

 

⑤南海トラフ地震の発生が懸念されている中、大規模地震発生後の津波・高潮等による浸水被害を軽

減するため、海抜ゼロメートル地帯などにおける河川・海岸堤防や河口部の大型水門等の耐震対策

を進めています。引き続き、河川管理施設や海岸保全施設等の機能の確保と強化が求められていま

す。 

 

⑥災害発生時に確実に通行できる緊急輸送道路の整備を進めていますが、緊急輸送道路の中には大規

模災害時に被災するおそれがある場所や車両のすれ違いが困難な区間があり、これらの箇所の対策

が引き続き必要です。 

 

⑦自発的な避難行動や迅速な初動に資するソフト対策として、道路・河川ＤＸ中期計画に基づき道路・

河川の監視カメラや危機管理型水位計の設置に取り組んでいます。また、土砂災害情報提供システ

ムを通じて土砂災害に関するリスク情報をリアルタイムで発信していますが、多くの方によりわか

りやすく伝えることが求められています。熊野灘沿岸では、高潮発生時に住民の素早い避難活動を

促し浸水被害を軽減するために必要な高潮浸水想定区域が未指定となっています。 

 

⑧建設後 50 年を超えるインフラ施設が急速に増加し、劣化による機能低下が懸念される中、老朽化

が進んでいる道路・河川・海岸・治山・土砂災害防止施設の将来にわたる必要な機能を確保するた

め、メンテナンスサイクルの取組を進めています。今後も、このサイクルを持続的かつ着実に実施

し、安全性を確保していくとともに、将来的に増加するメンテナンスコストの縮減・平準化を一層

図る必要があります。 

 

⑨気候変動に伴い、台風や集中豪雨による災害が多発する中、引き続き、山地災害からの早期復旧を

図るとともに、災害を未然に防止するための治山施設の整備や、保安林の適正な整備を進めていく

必要があります。 

 

⑩南海トラフ地震や津波・高潮に対する安全性の確保を図るため、漁港海岸堤防等の耐震・耐津波対

策や高潮対策、長寿命化計画に基づく機能保全に取り組んでいます。引き続き、堤防等の海岸保全

施設の機能の確保と強化が求められています。 
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令和５年度の取組方向 

 

①頻発化・激甚化する水害・土砂災害や大規模地震から県民の皆さんの生命と財産を守るため、三重

県国土強靱化地域計画に基づき、河川・海岸・土砂災害防止施設の整備や橋梁の耐震対策等を推進

します。「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」について、「５年後の達成目標」を

ふまえ計画的に推進します。 

 

②水災害に対して流域のあらゆる関係者で取り組む治水対策を取りまとめた「流域治水プロジェク

ト」に基づき取組を着実に進めていきます。洪水・地震・高潮洪水などに対し重要度や緊急性の高

い河川を中心に改修を進めるとともに、治水上ネック点となっている橋梁等の河川横断構造物を重

点的に改築することにより、治水安全度の向上を図ります。また、気候変動をふまえた河川整備計

画の策定に取り組みます。鳥羽河内ダムについては、工事用道路の整備を進め、本体工事に着手し

ます。このほか災害復旧事業については、早期完了に向けて取り組みます。さらに、生態系を活用

した防災・減災対策として、グリーンインフラを推進します。 

 

③河川等の堆積土砂および樹木繁茂により浸水被害等が助長されるおそれがあることから、関係市町

と共に優先度等を検討し、河川や砂防えん堤の堆積土砂撤去・樹木伐採を積極的に進めます。また、

官民連携の取組として砂利採取制度を活用した堆積土砂の撤去を促進します。 

 

④砂防については、土砂災害防止施設の整備により、特に自力避難が困難な方々が利用する要配慮者

利用施設や避難所の保全を進めます。土砂災害警戒区域等の指定については、引き続き、開発等で

地形改変などがあった箇所を抽出し、２巡目の基礎調査を進めます。また、違法な盛土への対応と

して構築した住民からの通報の仕組みを引き続き運用するとともに、砂防指定地等における違反行

為には行政指導等により厳しく対応していきます。 

 

⑤高潮災害防止のための海岸保全施設の整備や、地震・津波による被害軽減のため、県管理の河川・

海岸堤防や河口部の大型水門の耐震対策を推進します。また、堤防については粘り強い構造とする

施設整備を進めます。 

 

⑥災害発生時に対応できる輸送機能を確保するため、緊急輸送道路に架かる橋の落橋や倒壊対策、洪

水で橋が流されない対策、道路の土砂崩れ対策、車両のすれ違いが困難な箇所の道幅を拡幅する対

策を着実に進めます。 

 

⑦県民の皆さんの主体的な避難行動に資するソフト対策として、道路・河川ＤＸ中期計画に基づく道

路・河川の監視カメラや危機管理型水位計の設置などに取り組みます。また、土砂災害情報提供シ

ステムを通じて発信する土砂災害のリスク情報について、よりわかりやすく伝える方法を検討し運

用していきます。そのほかに、大規模災害への備えとして新規導入・整備した排水ポンプ車・災害

コントロールルームの活用、現場での実動訓練の積み重ねによる初動体制の確保や初動を迅速化す

る危機管理体制の強化に取り組みます。また、市町が作成するハザードマップへの高潮浸水想定区

域情報の掲載を促進するとともに、熊野灘沿岸の高潮浸水想定区域の指定に向けて浸水想定区域図

の作成に取り組みます。 

 

県土整備部 
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⑧老朽化が進んでいる道路・河川・海岸・土砂災害防止施設については、長寿命化計画に基づく計画

的な施設の修繕・更新を行います。また、各施設の長寿命化計画は適宜、見直しを行います。 

 

 

⑨台風等による山地災害からの早期復旧に取り組むとともに、山地災害危険地区の施設整備未着手箇

所や荒廃森林において治山事業を実施し、災害の未然防止を図ります。また、土砂流出防止等の公

益的機能が低下した保安林内の森林整備を進めるとともに、長寿命化計画に基づき老朽化した治山

施設の改修に取り組みます。 

 

⑩大規模地震や津波・高潮に対する安全性の確保を図るため、引き続き、漁港海岸堤防等の耐震・耐

津波対策や高潮対策を計画的に実施するとともに、長寿命化計画に基づく機能保全に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農林水産部 
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KPI（重要業績評価指標） 

 
 令和３年度 ４年度 ５年度 ８年度 

項目 
（項目の説明） 

 目標値 目標値 目標値 
現状値 実績値 実績値 実績値 

河川の流れを阻害する堆積土砂の堆

積量（累計） 

（河川の流れを阻害する堆積土砂量

（ ）は平成 30年度末の堆積量に対

する削減の数値） 

 249万㎥ 232万㎥ 

185万㎥ 

東京ドーム 

1.0杯分 

40％削減 

270万㎥ 

東京ドーム 

0.3杯分 
－ － － 

要配慮者利用施設および避難所を保

全する施設の整備率 

（事業実施個所のうち要配慮者利用

施設および避難所を保全する施設整

備（30箇所）の事業完了の割合） 

 10％ 13％ 63％ 

－ － － － 

市町ハザードマップへの高潮浸水想

定区域情報の掲載率 

（ハザードマップへの高潮浸水想定

区域情報を掲載した市町の割合 

（掲載市町／全体 11市町）） 

 54% 72% 100％ 

45％ － － － 

大規模地震でも壊れない補強された

橋の割合 

（緊急輸送道路に架かる橋梁のう

ち、大規模地震でも致命的な損傷に

ならないように補強された橋の割

合） 

 92％ 94％ 100％ 

91％ － － － 

被災箇所を早期発見し、初動を迅速

化する体制の構築 

（道路・河川の重点監視箇所（道路

100箇所・河川 102箇所）への監視カ

メラとコントロールルームの設置状

況） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道路カメラ 

設置率 58％ 

河川カメラ 

設置率 54％ 

コントロール

ルーム設置 

道路カメラ 

設置率 71％ 

河川カメラ 

設置率 67％ 

道路・河川の

重点監視箇所

における画像

情報の集中監

視体制の完成 

パトロールや

住民などから

の通報を中心

とする情報収

集 

－ － － 

橋梁の修繕完了率 

（定期点検で早期措置（健全性区分

Ⅲ）と診断された橋梁のうち、次回

点検までに措置を完了した橋梁の割

合） 

 

 100％ 100％ 100％ 

100％ － － － 
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主な事業 

 

①流域治水事業 

   （第８款 土木費 第３項 河川海岸費 ２ 河川改良費）など 

予算額：(R4) ８，０７６，８４５千円 → (R5) ７，６３０，６３４千円 

    （ １２，４５０，８４５千円 → １１，８４９，９６４千円 ※１月補正含みベース） 

   事業概要：流域全体で水害を軽減させる治水対策を取りまとめた「流域治水プロジェクト」の取

組を進めます。治水上、重要度の高い河川の改修を重点的に進めることで治水安全度

の向上を図るとともに、大型水門等の耐震対策を進めます。また、鳥羽河内ダムは、

令和５年度から本体工事に着手します。さらに、気候変動をふまえた河川整備計画の

策定に取り組みます。 

       

②堆積土砂対策事業 

（第８款 土木費 第３項 河川海岸費 ２ 河川改良費）など 

予算額：(R4) ３，５６０，１１２千円 → (R5) ４，２７５，７００千円  

事業概要：河川や砂防えん堤に堆積した土砂の撤去、樹木の伐採を積極的に進めます。  

 

③土砂災害防止対策事業 

（第８款 土木費 第３項 河川海岸費 ３ 砂防費） 

予算額：(R4) ３，１５７，４２７千円 → (R5) ３，１２８，３４７千円 

（ ５，１０２，７０２千円 → ４，３１９，９６７千円 ※１月補正含みベース） 

   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、土砂災害警戒区域

等の指定について基礎調査を進めます。 

 

④高潮等対策事業 

（第８款 土木費 第３項 河川海岸費 ４ 海岸保全費）など 

予算額：(R4) ２，３５２，３６３千円 → (R5) ２，３５４，８３３千円  

（ ３，８３２，８６３千円 → ３，０９７，８３３千円 ※１月補正含みベース） 

  事業概要：堤防等の高潮・侵食対策、耐震対策、海岸堤防強靱化対策を進めます。 

 

⑤緊急輸送道路等機能確保事業 

（第８款 土木費 第２項 道路橋りょう費 ３ 道路橋りょう新設改良費）など 

予算額：(R4) ６，１６３，７７４千円 → (R5) ７，２３０，５２９千円  

   （ ８，３６３，２２７千円 → ９，３４５，７８３千円 ※１月補正含みベース） 

事業概要：緊急輸送道路等の橋の耐震・流失対策、道路の土砂崩れ対策、車両のすれ違い困難箇

所の道幅拡幅を進めます。また、潜在的な災害危険箇所の把握に向けてＬＰデータ（三

次元空間データ）を活用した法面点検に取り組みます。 

 

⑥河川ＤＸ事業 

   （第８款 土木費 第３項 河川海岸費 ２ 河川改良費） 

予算額：(R4) １５，４１２千円 → (R5) ３１，０００千円  

   事業概要：河川ＤＸ中期計画に基づき、河川の監視カメラや危機管理型水位計の設置を進めます。 

県土整備部 
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⑦インフラメンテナンス事業 

（第８款 土木費 第２項 道路橋りょう費 ２ 道路橋りょう維持費）など 

予算額：(R4) ３，１８９，１２５千円 → (R5) ３，２６４，１９２千円   

（ ４，６４７，５８５千円 → ５，６６５，６０２千円 ※１月補正含みベース） 

事業概要：老朽化が進んでいる道路・河川・海岸・土砂災害防止施設について、長寿命化計画に

基づく計画的な点検や効果的な修繕・更新を行います。 

 

 

⑧治山事業 

（第６款 農林水産業費 第４項 林業費 ７ 治山費） 

予算額：(R4) ３，５２４，１９５千円 → (R5) ３，５３６，１９５千円 

（ ３，５８７，１９５千円 → ３，６９３，１９５千円 ※１月補正含みベース） 

事業概要：災害に強い森林づくりに向け、土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。 

 

⑨海岸保全施設整備事業 

（第６款 農林水産業費 第３項 農地費 ３ 農地防災事業費） 

予算額：(R4) ４２，０００千円 → (R5) ２２７，５００千円 

事業概要：背後の農地や宅地における自然災害の防止を図るため、海岸保全施設の高潮・侵食対

策や耐震対策を進めます。 

 

⑩県営漁港海岸保全事業 

（第６款 農林水産業費 第５項 水産業費 ６ 水産基盤整備費） 

予算額：(R4) ２７７，８０１千円 → (R5)  １１５，５００千円 

（ ２９２，８０１千円 → ２９３，５００千円 ※１月補正含みベース） 

事業概要：南海トラフ地震等の大規模自然災害による津波・高潮から背後地の浸水被害を軽減す

るため、海岸保全施設の改修等の機能強化に取り組みます。 

 

農林水産部 
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施策２－１  

 

 

 

【主担当部局：医療保健部】 

施策の目標 

（めざす姿） 

患者の状態に応じた質の高い効率的・効果的な医療が提供されるよう、県民の皆さんと将来あるべ

き医療提供体制についての共通理解が進み、医療機能の分化・連携、医療従事者の確保、がん・循環

器病対策、救急医療など、地域の医療提供体制が充実しています。 

（課題の概要） 

中長期的な高齢化の進展により、医療需要が増加するとともに、肺炎や脳血管疾患、骨折など高齢

者に多くみられる疾病が増加するなど、疾病構造の変化が進んでおり、これらの医療を巡る状況の変

化に対応した医療提供体制を構築する必要があります。 

医師数は着実に増えていますが、依然として不足している状況にあり、偏在も解消には至っていな

い状況です。また、看護職員についても、就業者数は年々増加の傾向にあるものの、依然として不足

する状況にあり、領域別の偏在もみられます。 

 

現状と課題 

①団塊の世代が 75 歳以上となる令和７年を見据えた、地域のあるべき医療提供体制を示す地域医療

構想の達成に向け、県内８地域において地域医療構想調整会議等を開催し、今般の新型コロナウイ

ルス感染症をふまえた今後の医療提供体制のあり方等について協議を進めています。令和７年が目

前に迫るなか、コロナ禍における受療行動や医療機関の診療実績等の変化の状況も十分にふまえた

上で、人口減少・少子高齢化や医師の働き方改革への対応なども見据えながら、医療機能の分化・

連携を進めていく必要があります。 

 

②「第７次三重県医療計画」に基づき、「５疾病・５事業及び在宅医療」における切れ目のない適切

で効率的な医療提供体制の構築に向けて取り組んでいます。現計画が令和５年度で最終年度を迎え、

次期計画からは、「新興感染症等の感染拡大時の医療」が新たに記載事項に追加されることもふま

え、検討を進めていく必要があります。 

 

③医師の確保について、「三重県医師確保計画」に基づき、地域医療支援センターにおいて医師のキ

ャリア形成支援や医師不足地域への派遣調整を行うとともに、医師修学資金貸与制度の運用などの

医師確保対策に取り組んでいます。各診療科の専門医資格を取得するための専攻医として県内で 91

名（令和４年度研修開始）が登録するなど、若手医師は着実に増えていますが、国から示された都

道府県ごとの医師偏在指標は下位（医師少数都道府県）に位置づけられるなど、医師数は不足して

いる状況にあり、また、偏在の課題もあることから、引き続き、地域医療に従事する医師の確保を

図る必要があります。また、次期計画の策定に向け、検討を進めていく必要があります。 

 

 

 

 

 

地域医療提供体制の確保 
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④看護職員の確保について、三重県看護職員確保対策検討会での議論をふまえ、人材確保対策や定着

促進対策等に取り組んでおり、看護職員数は年々増加の傾向にありますが、県全体では未だ不足し

てします。今後も看護職員の確保・定着を図るとともに、偏在の解消に向けた取組を進める必要が

あります。また、特定行為研修の受講を促進することや、感染症への対策強化を目的に三重大学医

学部附属病院と協力し、新たに県立看護大学に開設した認定看護師教育課程「感染管理」により感

染管理認定看護師を養成することなど、引き続き看護職員の資質向上に取り組む必要があります。 

 

⑤地域医療の魅力を発信する取組として、医学生を対象としたへき地医療の魅力を伝える研修会や、

高校生を対象とした「みえ地域医療オンラインセミナー」を開催し、病院訪問や医療従事者との交

流を実施しています。引き続き、地域医療を担う次世代の医療人材の育成を図る必要があります。 

 

⑥医師や看護職員の勤務環境改善について、医療勤務環境改善支援センターを通じて、各医療機関の

取組を支援しています。医療従事者の働き方改革が進められるなか、「女性が働きやすい医療機関」

認証制度の推進等により、引き続き、医療機関の勤務環境改善の取組を支援していく必要がありま

す。 

 

⑦へき地医療拠点病院等からの代診医派遣など、医療資源が不足するへき地でも適切な医療を受ける

ことができるよう取り組んでいます。コロナ禍においてオンライン診療等へ注目度が高まる中、へ

き地医療においても、オンライン診療等の活用を検討する必要があります。 

 

⑧薬局については、在宅医療や健康支援等の拠点としての機能強化が求められていることから、それ

らを担う薬剤師の確保・育成を図る必要があります。また、薬剤師については、地域や職域で偏在

があることから、これらの解消を図る必要があります。 

 

⑨「三重県がん対策推進計画（第４期三重県がん対策戦略プラン）」に基づき、避けられるがんを防

ぐことや、さまざまながんの病態に応じて、適切ながん医療や支援を受けられるよう、総合的かつ

計画的ながん対策を実施しています。現計画が令和５年度で最終年度を迎えることから、次期計画

の策定に向け、国の次期基本計画の動向も見据えながら、検討を進める必要があります。 

 

⑩がん征圧月間（９月）などのあらゆる機会をとらえ、がん検診の受診促進や健康的な生活習慣確立

の重要性等について、広く県民に啓発するとともに、市町の各種がん検診や精密検査における受診

率向上の取組が一層進展するよう、がん検診精度管理調査における結果の情報共有等や市町での受

診勧奨を効果的に進めるための支援を行っています。避けられるがんを防ぐとともに、がんの早期

発見・早期治療につながるよう、引き続き、県民へのがんに関する正しい知識の普及や市町の各種

がん検診の受診率向上を図る必要があります。 

 

⑪がん診療を行う医療機関に対して施設・設備整備等の支援を行うなど、がん診療連携拠点病院等を

中心に、がん医療提供体制の整備を進めるとともに、がん医療に携わる医療関係者を対象とした研

修会を開催するなど、精度の高いがん登録情報の収集に努めています。がん医療の一層の充実を図

るため、引き続き、施設・設備整備等の支援やがん医療提供体制の整備を実施するとともに、全国

がん登録の円滑な実施の促進やがん登録で得られた情報の利活用を図っていく必要があります。 
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⑫三重県がん相談支援センターおよび各がん診療連携拠点病院等に設置されているがん相談支援セ

ンターにおいて、がん患者とその家族等のための相談を実施しています。また、がん患者の治療と

仕事の両立が可能となる環境を整備するため、医療機関や三重労働局等の関係機関と連携し、事業

者に対して、がんに関する正しい知識の普及啓発を実施しています。引き続き、がん患者がそれぞ

れの病態や実情に応じた支援を受けることのできる体制を整備する必要があります。 

 

⑬脳卒中や心筋梗塞等の循環器病対策について、令和４年３月に策定した「三重県循環器病対策推進

計画」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んでいます。また、令和４年度

から循環器病に関する相談支援窓口として三重大学医学部附属病院に設置されている「脳卒中・心

臓病等総合支援センター」とも連携し、循環器病に関する情報提供や相談支援等の取組を行ってい

ます。現計画が令和５年度で最終年度を迎えることから、次期計画の策定に向け、国の次期基本計

画の動向も見据えながら、検討を進める必要があります。 

 

⑭休日、夜間に安心して受診できる体制を確保するため、救急医療情報システムの運営を行うととも

に、かかりつけ医の必要性、適切な受診行動や相談窓口の普及啓発を行っています。救急搬送者の

半数以上が軽症者であることから、救急車の適正利用など、適切な受診行動に関する啓発活動を引

き続き行う必要があります。 

 

⑮重症患者の救急医療体制を確保するため、救命救急センターの運営、ドクターヘリの運航等を支援

しています。また、医療審議会の審議を踏まえ三重大学医学部附属病院の高度救命救急センター指

定に向けた取組を進めています。効果的なドクターヘリの運航体制や救急医療体制について引き続

き検討していく必要があります。 

 

⑯安心して子どもを産み育てる環境づくりのため、周産期母子医療センターや小児救急医療機関の運

営、新生児ドクターカー（すくすく号）の運用に対する支援を行うとともに、「みえ子ども医療ダ

イヤル（＃8000）」による電話相談を実施しています。周産期死亡率については全国平均より低い

値を維持しておりますが、さらなる改善に向けて引き続き取り組んでいく必要があります。小児在

宅医療については、多職種による連携体制やレスパイト体制の構築を県内全域で進めており、今後

も多職種が連携した取組を進めていく必要があります。 

 

⑰救命率の向上を図るため、消防職員の救急救命士養成機関への入校を支援し、救急救命士の養成に

取り組むとともに、救急救命士が行う輸液などの特定行為を円滑に行うための講習、通信指令員に

係る救急教育を実施するなど救急救命士の資質向上に取り組んでいます。引き続き、三重県救急搬

送・医療連携協議会によるメディカルコントロール体制のもと、救急救命士の養成や資質向上等に

取り組む必要があります。 

 

⑱三重県医療安全支援センターの相談窓口において医療に関する相談等に対応するほか、医療安全研

修会の開催や、院内感染対策等に対応するため、県内の支援体制の整備を進めています。引き続き

相談対応を通じ、患者や家族等と医療機関との信頼関係の構築を支援していくとともに、県内医療

機関における院内感染対策や医療安全体制の強化を図っていく必要があります。 
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⑲こころの医療センターにおいては県内の精神科医療の中核病院としての機能や地域生活支援の取組

を、一志病院においてはプライマリ・ケアの実践や人材育成、予防医療の取組を、志摩病院におい

ては指定管理者制度のもと地域の中核病院としての取組を進めています。今後も、それぞれの役割

やニーズに応じた医療を提供しながら、健全な病院運営を行っていく必要があります。 

 

⑳新型コロナウイルス感染症の影響が続く中、各県立病院において引き続き感染患者の受入れや検査

などに対応していく必要があります。 

 

㉑国民健康保険の財政運営の責任主体として国保運営の中心的な役割を担っており、市町ごとの納付

金の額の決定や、各市町への保険給付費等交付金の交付等を通じて、財政運営の安定化に努めてい

ます。さらに制度の持続可能性を高めるため、引き続き市町と連携し保険財政の安定化や医療費適

正化、保険料（税）水準の平準化に取り組んでいく必要があります。 

 

㉒子ども・一人親家庭等・障がい者が、安心して必要な医療を受けられるよう、各市町が実施する福

祉医療費助成事業を支援していく必要があります。 

 

令和５年度の取組方向 

 

①地域医療構想の達成に向け、県内８地域の地域医療構想調整会議および病床を有する医療機関等の

意見交換会において、各医療機関の令和７年に向けた具体的対応方針に係る合意形成を図り、医療

機関の機能分化・連携を進めます。また、コロナ禍において、医療提供体制の在り方が課題となっ

たことをふまえ、医療に対する県民の意識調査や県内病院の診療実績等の分析に取り組み、今後の

持続可能な医療提供体制の構築に向けた検討を進めます。 

 

②令和６年度からの次期医療計画について、新たに記載事項に追加された「新興感染症等の感染拡大

時の医療」を含めた「５疾病・６事業及び在宅医療」の医療提供体制の整備等に向けて、医療審議

会等における協議を通じて策定に取り組みます。 

 

③医師確保対策や働き方改革の推進、医療機関の役割分担・連携の推進など、今後の医療提供体制を

確保する上で解決が必要な重要な課題について、医療関係者等と知事による意見交換の場を設置し、

課題解決に向けた方向性を検討します。 

 

④医師の確保について、地域における医療提供体制の確保を図るため、「三重県医師確保計画」に基づ

き、医師修学資金貸与制度の運用や、地域枠医師等に対するキャリア形成支援と医師不足地域への

医師派遣を進めるなど、医師の総数の確保や偏在の解消に取り組みます。また、令和６年度からの

次期計画について、医療審議会や地域医療対策協議会等における協議を通じて策定に取り組みます。 

 

⑤三重県看護職員確保対策検討会での議論をふまえ、看護職員就学資金貸与制度の運用や、三重県ナ

ースセンターへの登録促進等により、県全体の看護職員の確保に努めるとともに、訪問看護等在宅

医療を担う看護職員の育成などに取り組みます。また、特定行為研修の受講を促進することや、認

定看護師教育課程「感染管理」の受講者への支援を通じて感染管理認定看護師を養成することなど、

看護職員の資質向上に取り組みます。 
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⑥地域医療の魅力を発信する取組として、医学生を対象としたへき地医療の魅力を伝える研修会や、

高校生を対象としたセミナー等を開催し、医療従事者との交流を図ることにより、将来の地域医療

を担う医師や看護職員の確保・育成に取り組みます。 

 

⑦医師や看護職員の勤務環境改善に向けて、医療勤務環境改善支援センターの医療労務管理アドバイ

ザー等による医療機関への助言・支援に取り組むとともに、「女性が働きやすい医療機関」認証制度

により、医療従事者が働きやすい環境づくりの促進を図るなど、医療従事者の働き方改革の推進を

支援します。 

 

⑧医療資源が不足するへき地でも適切な医療を受けることができるよう、へき地医療拠点病院等から

の代診医派遣等に取り組みます。また、オンライン診療等の先進事例調査や地域のニーズ調査等を

行うとともに、市町や地域の医療機関をはじめとした関係者と協力して、オンライン診療等の活用

に向けて取り組みます。 

 

⑨薬局機能を強化するため、在宅医療への参画や多職種との連携等に取り組む薬剤師・薬局を支援す

るとともに、復職・転職支援等、薬剤師の確保を進めます。 

 

⑩がん対策のさらなる推進をめざし、「がん予防」、「がん医療の充実」、「がんとの共生」のそれぞれの

段階に応じた総合的ながん対策を実施することで、より効果的な事業の展開を図ります。また、令

和６年度からの次期がん対策推進計画について、国の次期基本計画もふまえつつ、策定に取り組み

ます。 

 

⑪イベント等のあらゆる機会をとらえて、県民に対してがんに関する正しい知識の普及啓発を行うと

ともに、がんの早期発見・早期治療をめざし、ナッジ理論などを活用したがん検診の受診勧奨に取

り組む市町への支援等を行います。 

 

⑫がん医療の一層の充実を図るため、がん診療を行う医療機関の施設・設備整備等を引き続き支援す

るなど、県のがん医療提供体制の整備を進めます。また、がん対策をより効果的に推進するため、

三重大学医学部附属病院等の関係機関と連携して、がん登録により得られた罹患率、死亡率等のデ

ータを分析し、市町、医療機関等への情報の提供や県民への地域のがん状況の発信など、情報の利

活用を進めます。 

 

⑬三重県がん相談支援センター等において、引き続きがん患者とその家族等のための相談を実施し、

がん患者が治療の早期から支援を受けられるよう相談窓口の周知を行います。また、がんの治療と

仕事の両立が可能となるよう、医療機関や三重労働局等の関係機関と連携し、引き続き、企業に対

してがんに関する正しい知識の普及啓発を実施し、労働環境の整備を促します。加えて、がんにな

っても自分らしく生きることができるよう、多様化する相談内容に適切に対応するとともに、アピ

アランスケアなどがん患者への新たな支援に向けての取組や情報提供を進めます。 
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⑭脳卒中や急性心筋梗塞等の循環器病対策の推進をめざし、循環器病に関する正しい知識の普及啓発

や生活習慣の改善促進など、発症予防・重症化予防に取り組みます。また、引き続き「脳卒中・心

臓病等総合支援センター」と連携し、循環器病患者に対する相談の実施など、総合的な支援体制の

充実を図ります。加えて、令和６年度からの次期循環器病対策推進計画について、国の次期基本計

画もふまえつつ、策定に取り組みます。 

 

⑮三重県医師会等の関係機関と連携し、新規開業医を中心に救急医療情報システムへの参加を働きか

け、より充実した初期救急医療体制の提供に努めます。また、かかりつけ医の必要性や救急車の適

正利用など適切な受診行動について普及啓発を行います。 

 

⑯重症患者の救急医療体制を確保するため、引き続き、救命救急センターの運営、ドクターヘリの運

航等を支援します。また、高度救命救急センターの整備については、医療審議会での審議もふまえ

ながら、引き続き指定に向けた取組を進めます。 

 

⑰安心して子どもを産み育てる環境づくりのため、引き続き、周産期母子医療センターや小児救急医

療機関の運営、新生児ドクターカー（すくすく号）の運用に対する支援を行うとともに、「みえ子ど

も医療ダイヤル（＃8000）」による電話相談の充実を図ります。また、小児在宅医療については、関

係団体とも連携しながら、医療従事者の資質向上に取り組み、在宅療養を支える医療資源の充実に

取り組みます。 

 

⑱医療に関する患者・家族等からの相談等に引き続き対応していくとともに、医療安全推進協議会や

院内感染対策を支援する三重県感染対策支援ネットワーク運営会議等において取組事例の共有化を

進めながら、県内医療機関における院内感染対策や医療安全体制の推進に向けて必要な支援を行い

ます。 

 

⑲国民健康保険制度を持続可能なものとしていくため、市町や関係団体と連携し安定的な財政運営や

効率的な事業運営に努めます。また、保険者努力支援制度等を活用し、各市町の実情に応じた予防・

健康づくりなど医療費適正化の取組を支援するとともに、将来的な保険料（税）水準の統一に向け

て、市町と議論を深めつつ、次期国民健康保険運営方針の策定に取り組みます。 

 

⑳市町が実施する子ども・一人親家庭等・障がい者医療費助成事業を、引き続き支援するとともに、

市町の財政負担軽減に向けた検討を進めます。 

 

   

㉑救命率の向上を図るため、引き続き、消防職員の救急救命士養成機関への入校を支援し、救急救命

士の養成に取り組むとともに、指導救命士の養成講習や救急救命士が行う特定行為を円滑に行うた

めの講習を実施するなど救急救命士の資質向上等に取り組みます。 
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㉒こころの医療センターにおいては、政策的医療のほか、認知症治療や依存症治療等の専門的医療の

提供、訪問看護やデイケア等の地域生活支援に取り組みます。一志病院においては、総合診療医を

中心としたプライマリ・ケアの実践やプライマリ・ケア人材の育成のほか、予防医療や地域包括ケ

アシステムの構築に向けた多職種連携に取り組みます。志摩病院においては、指定管理者と密接に

連携しながら、地域の医療ニーズをふまえた診療機能の充実に取り組みます。また、公立病院経営

強化プランとして位置付ける次期中期経営計画を、地域医療構想や第８次医療計画との整合を図り

つつ策定します。 

 

㉓新型コロナウイルス感染症による今後の影響が見通せない中、各県立病院において引き続き徹底し

た感染対策を講じながら診療機能を維持するとともに、感染患者の受入れのほか、検査・発熱外来、

ワクチン接種、医療人材の派遣などに対応します。また、同感染症の収束後も見据え、新興感染症

に備えた平時からの体制や取組について検討します。 

 

KPI（重要業績評価指標） 

 

 令和３年度 ４年度 ５年度 ８年度 
項目 

（項目の説明） 
 目標値 目標値 目標値 

現状値 実績値 実績値 実績値 

病院勤務医師数 

（県内の病院で勤務する医師数（常

勤換算）） 

 2,801.9人 2,822.6人 2,884.7人 

2,781.2人 － － － 

看護師等学校養成所の定員に対する

県内就業者の割合 

（県内看護師等学校養成所の定員に

対する県内に看護職員として就業し

た者の割合） 

 68.2％ 69.0％ 71.4％ 

67.4％ － － － 

がん検診受診率（乳がん、子宮頸が

ん、大腸がん） 

（市町が実施する乳がん、子宮頸が

んおよび大腸がんに係るがん検診受

診率）  

乳がん 

19.0％ 

子宮頸がん 

20.0％ 

大腸がん 

9.2％ 

（３年） 

乳がん 

20.5％ 

子宮頸がん 

21.2％ 

大腸がん 

10.7％ 

（４年） 

乳がん 

25.0％ 

子宮頸がん 

25.0％ 

大腸がん 

15.0％ 

（７年） 

乳がん 

17.5％ 

子宮頸がん 

18.7％ 

大腸がん 

7.8％ 

（２年） 

－ － － 
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 令和３年度 ４年度 ５年度 ８年度 
項目 

（項目の説明） 
 目標値 目標値 目標値 

現状値 実績値 実績値 実績値 

がんによる 10万人あたりの死亡者数

（平成 27年モデル人口に基づく年齢

調整後） 

（がんによる死亡状況について、年

齢構成を調整した人口 10万人あたり

の県の死亡者数） 

 
259.1人 

(３年) 

255.8人 

(４年) 

246.1人 

（７年） 

262.5人 

（２年） 
－ － － 

循環器病による 10万人あたりの死亡

者数（平成 27年モデル人口に基づく

年齢調整後） 

（循環器病（脳卒中、急性心筋梗塞

等）による死亡状況について、年齢

構成を調整した人口 10万人あたりの

県の死亡者数） 

 
213.0人 

(３年) 

206.4人 

(４年) 

187.7人 

（７年） 

219.9人 

（２年） 
－ － － 

救急搬送患者のうち、傷病程度が軽

症であった人の割合 

（救急搬送患者のうち、診療の結果

として帰宅可能な軽症者の割合） 

 
50.8％ 

(３年) 

50.0% 

(４年) 

47.6％ 

(７年) 

51.6％ 

(２年) 
－ － － 

県立病院患者満足度 

（県立病院の患者を対象に実施する

アンケートにおいて「診療に満足し

ていますか」との設問に対する肯定

的な回答の割合） 

 95.0％ 95.0％ 95.0％ 

91.3％ － － － 

 

主な事業 

 

①（一部新）医療審議会費 

 （第４款 衛生費 第４項 医薬費 １ 医務費） 

 予算額：（R4） ５，７０９千円 → （R5） ３７，９８２千円 

 事業概要：医療審議会や同部会等での協議を通じて、令和６年度からの次期医療計画の策定に取り

組みます。また、効率的で持続可能な医療提供体制の構築に向けて、県民の医療に対す

る意識調査や県内病院の診療実績等の分析を実施するとともに、県内８地域に設置する

地域医療構想調整会議において、医療機関の分化や連携に係る集中的な協議を行います。

さらに、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５年度県計画を策定します。 

 

②（新）未来へつなぐ医療のあり方検討事業 

 （第４款 衛生費 第４項 医薬費 １ 医務費） 

 予算額：（R4） － 千円 → （R5） １，３３５千円 

  事業概要：医師確保対策や働き方改革の推進、医療機関の役割分担・連携の推進など、今後の医療

提供体制を確保する上で解決が必要な重要な課題について、医療関係者等と知事による

意見交換の場を設置し、課題解決に向けた方向性を検討します。 
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③病床機能分化推進基盤整備事業 

 （第４款 衛生費 第４項 医薬費 １ 医務費） 

 予算額：（R4） １３４，８０１千円 → （R5） １３５，０７１千円 

 事業概要：地域にふさわしいバランスの取れた医療提供体制の構築に向けて、病床機能の再編に取

り組む医療機関を支援します。 

 

④（一部新）医師確保対策事業 

 （第４款 衛生費 第４項 医薬費 １ 医務費） 

 予算額：（R4） ５５９，８６８千円 → （R5） ５６１，７００千円 

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

援、若手医師の定着につながる指導医の確保・育成等に取り組みます。また、専門医・

指導医の確保・育成については、産科・小児科に加えて、麻酔科に関しても取り組みま

す。さらに、医師の働き方改革に向けて医療機関の支援等に取り組むとともに、「女性

が働きやすい医療機関」認証制度等により、勤務環境改善の促進を図ります。 

 

⑤医師等キャリア形成支援事業 

 （第４款 衛生費 第４項 医薬費 １ 医務費） 

 予算額：（R4） ５８，１３２千円 → （R5） ５８，１８０千円 

 事業概要：「三重県医師確保計画」に基づき、医師の偏在解消を図るため、三重県地域医療支援セ

ンターにおいて、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等に取り組みます。 

 

⑥看護職員確保対策事業 

 （第４款 衛生費 第４項 医薬費 ２ 医療従事者確保対策費） 

 予算額：（R4） ５３８，７８９千円 → （R5） １５７，９７７千円 

 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、復職支援を図り

ます。また、訪問看護等在宅医療を担う看護職員を育成するとともに、特定行為研修の

受講促進や県立看護大学に開講した認定看護師教育課程「感染管理」の受講支援等によ

り、看護職員の資質向上に取り組みます。 

 

⑦ナースセンター事業 

 （第４款 衛生費 第４項 医薬費 ２ 医療従事者確保対策費） 

 予算額：（R4） ３９，７９０千円 → （R5） ４１，９３５千円 

 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、医療機関等の看護職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、再就業に向けた取組を進めます。 
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⑧（一部新）地域医療対策事業 

 （第４款 衛生費 第４項 医薬費 １ 医務費） 

 予算額：（R4） ５４，２９７千円 → （R5） ６３，１３３千円 

 事業概要：へき地医療拠点病院等からの代診医派遣等に取り組むとともに、オンライン診療等の先

進事例調査や地域のニーズ調査等を行い、実情に合ったモデルを構築し、市町や地域の

医療機関等と共有して、普及につなげます。 

 

⑨薬局機能強化事業 

 （第４款 衛生費 第４項 医薬費 ４ 薬務費） 

 予算額：（R4） ８，１４６千円 → （R5） ７，７５８千円 

  事業概要：在宅医療への参画や多職種との連携等を進めるための環境整備や研修の実施等により、

薬局の機能強化に取り組みます。また、薬剤師について、復職・転職への支援や、中・

高校生に対して薬剤師の魅力を伝える情報発信等により、人材の確保を図ります。 

 

⑩がん予防・早期発見事業 

 （第４款 衛生費 第１項 公衆衛生費 ３ 予防費） 

 予算額：（R4） ８，５５８千円 → （R5） ２３，４４９千円 

 事業概要：がん対策推進協議会や同部会での協議を通じて、令和６年度からの次期がん対策推進計

画の策定に取り組みます。また、がん検診および精密検査の受診率、精度管理の向上の

ため、がん検診の受診勧奨や精度管理体制の整備等に取り組む市町に対する支援を行う

とともに、ナッジ理論を活用した受診勧奨に対する分析事業を実施し、対象者の属性に

応じた、より効果的な勧奨方法の横展開を図ります。さらに、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、がん検診やがんに関する正しい知識

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。 

 

⑪（一部新）がん医療基盤整備事業 

 （第４款 衛生費 第１項 公衆衛生費 ３ 予防費） 

 予算額：（R4） ５４，７０６千円 → （R5） ９３，５３３千円 

 事業概要：三重大学医学部附属病院と連携し、精度の高いがん罹患情報の収集・集計（がん登録）

に取り組むともに、がん対策に係る施策の検討および効果の検証を行います。また、新

たに手術支援ロボットを使用した手術を遠隔で支援・指導するための基盤となる通信環

境整備に対して補助を行うなど、がん医療に携わる医療機関の施設・設備の整備に必要

な経費を支援し、がん医療提供体制の充実を図ります。 
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⑫（一部新）がん患者支援事業 

 （第４款 衛生費 第１項 公衆衛生費 ３ 予防費） 

 予算額：（R4） ４１，７６１千円 → （R5） ４７，１９５千円 

 事業概要：三重県がん相談支援センター等の相談窓口を通じて、がん患者とその家族等のための相

談を実施するとともに、就労等の社会生活への支援や、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。また、がん治療に伴

う外見の変化によりアピアランスケアを必要とするがん患者を支援するため、関係機関

と連携しながら、医療用ウィッグや補正用下着等の購入費に対する補助を行います。さ

らに、がん診療連携拠点病院等におけるがん相談支援センタ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。 

 

⑬（一部新）脳卒中等循環器疾患対策事業 

 （第４款 衛生費 第４項 医薬費 １ 医務費） 

 予算額：（R4） ３，２１７千円 → （R5） １０，０８４千円 

 事業概要：循環器病対策推進協議会や同部会での協議を通じて、令和６年度からの次期循環器病対

策推進計画の策定に取り組みます。また、循環器病に対する県民の理解を深めるため、

循環器病の予防や正しい知識の普及啓発など総合的かつ計画的に取組を推進します。さ

らに、三重大学医学部附属病院が設置する「脳卒中・心臓病等総合支援センター」の運

営を支援するとともに、同センターと連携し、循環器病に関する情報提供や相談支援等

の取組を進め、対策の充実を図ります。 

 

⑭三次救急医療体制強化推進事業 

 （第４款 衛生費 第４項 医薬費 １ 医務費） 

 予算額：（R4） ４８２，１８４千円 → （R5） ５１１，０２０千円 

 事業概要：重篤な救急患者の医療を確保するため、救命救急センターの運営やドクターヘリの運航

に必要な経費を支援します。また、三重大学医学部附属病院における高度救命救急セン

ターの指定に向けた取組を進めます。 

 

⑮小児・周産期医療体制強化推進事業 

 （第４款 衛生費 第１項 公衆衛生費 １ 公衆衛生総務費） 

 予算額：（R4） ３１６，１６４千円 → （R5） ３０１，３５５千円 

 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、周産期医療に係るネットワーク体制の構築や多職種

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。 

 

⑯小児休日夜間医療・健康電話相談事業 

 （第３款 民生費 第１項 児童福祉費 １ 児童福祉総務費） 

 予算額：（R4） １６，０７１千円 → （R5） ２３，４７６千円 

 事業概要：小児休日夜間医療・健康電話相談（みえ子ども医療ダイヤル〔♯8000〕）を設置し、全

日夜間および休日等の日中において、専門相談員が子どもの病気・薬・事故等に関する

相談に対応することにより、適切な受診につなげます。 
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⑰国民健康保険事業特別会計繰出金 

 （第３款 民生費 第１項 社会福祉費 ６ 国民健康保険指導費） 

 予算額：（R4） ９，７３１，９９１千円 → （R5） ９，５９９，５８４千円 

 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、

法で定められた額を県国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。また、将来的な保険料（税）水準の統一に向けて、市町と議論を深めつつ、次期国

民健康保険運営方針の策定に取り組みます。 

 

⑱（一部新）子ども医療費補助金 

 （第３款 民生費 第２項 児童福祉費 １ 児童福祉総務費） 

 予算額：（R4） ２，０４７，４５７千円 → （R5） ２，２２９，３３４千円 

 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。また、未就学児の現物給付に係る所得制限（児

童扶養手当基準）を廃止します。 

 

⑲一人親家庭等医療費補助金 

 （第３款 民生費 第２項 児童福祉費 ３ 母子福祉費） 

 予算額：（R4） ４０２，８８６千円 → （R5） ４０８，７６２千円 

 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。 

 

⑳（一部新）障がい者医療費補助金 

 （第３款 民生費 第１項 社会福祉費 ２ 障がい者福祉費） 

 予算額：（R4） ２，２１１，７９５千円 → （R5） ２，２０６，７９５千円 

 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。また、未就学児の現物給付に係る所得制限

（児童扶養手当基準）を廃止します。 

 

         

㉑救急救命活動向上事業 

 （第２款 総務費 第８項 防災費 ２ 消防指導費） 

 予算額：(R4) ２，９１９千円 → (R5) ２，９３２千円 

 事業概要：救命率の向上に向け、メディカルコントロール体制のもとで指導救命士の養成講習や、

救急救命士が行う特定行為を円滑に行うための講習等を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災対策部 
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㉒病院施設・設備および医療機器等整備事業 

 （第１款 資本的支出 第１項 建設改良費 １ 病院増改築工事費 等） 

 予算額：(R4) ７３５，８８０千円 → (R5) ４５０，３６３千円 

 事業概要：患者ニーズへの対応や医療の質の向上を図るため、こころの医療センターの病棟内部を

改修するほか、各病院において医療機器の更新などを行います。また、安全・安心な療

養環境の整備・向上を図るため、志摩病院の火災報知設備や一志病院の照明設備を改修

します。 

 

㉓志摩病院管理運営事業 

 （第１款 病院事業費用 第１項 医業費用 ３ 経費 等） 

 予算額：(R4) １，０１３，４３７千円 → (R5) １，０２２，４９２千円 

 事業概要：志摩病院が地域の中核病院としての役割・機能を発揮しながら安定的に管理運営してい

けるよう、指定管理者に対して、政策的医療の実施に必要な経費（指定管理料）の交付

などを行います。 

病院事業庁 
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施策２－２  

 

 

 

【主担当部局：医療保健部】 

施策の目標 

（めざす姿） 

県民一人ひとりが正しい知識に基づいて行動できるよう、研修会の開催など感染防止にかかる普及

啓発や、感染症の発生動向などの情報発信が的確に行われています。 

また、感染症の発生時には感染拡大を防止できるよう、速やかに積極的疫学調査や検査が実施でき

る体制が整備されています。 

（課題の概要） 

新たな感染症がひとたび発生すると、人や物の動きによって短期間で広範囲に感染が広がり、社会

に大きな影響を及ぼす可能性があることから、新たな感染症への備えが求められています。 

 

現状と課題 

①新型コロナウイルス感染症にかかる医療提供体制を確保するため、病床の確保や宿泊療養施設の運

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ます。また、検査需要に

対応するため、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、市町におけるワクチンの追加接種を円滑に行うため、市町や関係団体の支援を行っ

ています。さらに、高齢者等の重症化リスクの高い方を守ることに重点を置いた感染対策を行うと

ともに、医師の発生届の対象を限定し、感染拡大に対応するための医療機関等の負担軽減を行って

います。引き続き、国の見直し状況に応じて、的確に対応していく必要があります。 

 

②新型コロナウイルス感染症への対応をふまえ、新たな感染症の発生およびまん延に備えるため、「感

染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」（以下「感染症法」という。）が改正され

ることから、「三重県感染症予防計画」の改定について検討を行う必要があります。 

 

③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情報発信が必要

であることから、ホームページやポスター等にて県民等へ感染予防の普及啓発を行っています。引

き続き、感染症発生動向調査システム等を活用した、感染症発生情報の収集・解析、関係機関や県

民への情報提供に取り組んでいくことが必要です。 

 

④発生すると社会的に影響の大きい感染症の発生に備え、感染症指定医療機関等の運営や設備整備へ

の支援、備蓄している抗インフルエンザ薬等の更新を行っています。感染症発生時は、医療機関、

消防、警察等の関係機関と連携した対応が重要となることから、連絡会議等を活用し、連携体制の

充実を図る必要があります。 

 

⑤これまでの新型コロナウイルス感染症対策をふまえ、今後は新興再興感染症の発生・まん延時にお

ける的確な対策を講じる必要があるとともに、保健所等において感染対策業務の中核を担う医療職

の資質向上がより一層重要となっています。 

 

 

感染症対策の推進 
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⑥エイズやウイルス性肝炎の早期発見と感染拡大防止のため、保健所における無料のＨＩＶ検査や、

保健所および委託医療機関における無料のＢ型・Ｃ型肝炎ウイルス検査を実施するとともに、普及

啓発を行っています。また、肝炎ウイルス検査陽性者等の重症化を予防するため、フォローアップ

事業や検査費用の助成を実施しています。新型コロナウイルス感染症流行の影響で検査件数は減少

していますが、エイズやウイルス性肝炎の感染拡大や発病の予防には早期発見と適切な医療が重要

であることから、引き続き、これらの取組を進めていく必要があります。 

 

⑦結核は、集団感染のリスクが高く、早期発見と治療の完遂が重要なため、健康診断や医療費の助成、

訪問指導、ＤＯＴＳ（直接服薬確認療法）、接触者健診等を実施し、感染拡大を防止しています。

県内の結核新規登録患者数は横這いの状況であるものの、高齢者や外国人患者の増加、多剤耐性結

核の発生等が課題となるため、引き続き感染拡大防止対策を継続するとともに、高齢者や外国人患

者への支援や耐性菌を作らないための服薬支援や標準治療の周知等を充実する必要があります。 

 

⑧予防接種については、三重県予防接種センターにおいて、県民や市町、医療機関等からの相談対応

やワクチン接種に取り組んでいます。また、先天性風しん症候群の発生予防のため、妊娠を希望す

る女性等を対象にした無料の風しん抗体検査等に市町と連携して取り組んでいます。風しんや輸入

症例が増加している麻しんについては、ワクチン接種により予防が可能であることから、引き続き

予防接種の勧奨や啓発活動を行う必要があります。 

 

令和５年度の取組方向 

①新型コロナウイルス感染症にかかる医療提供体制を確保するため、病床の確保や宿泊療養施設の運

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ます。また、検査需要に対応

するため、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、市町におけるワクチンの接種を円滑に行うため、市町や関係団体の支援を行います。さ

らに、高齢者等の重症化リスクの高い方を守ることに重点を置いた感染対策を行うなど、今後も国

の見直し状況に応じて的確に対応が行えるよう取り組んでいきます。 

 

②感染症法の改正をふまえた国の「感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針」に基づ

き、「三重県感染症予防計画」の改定を進め、新たな感染症の発生やまん延時の医療提供体制の構築

に取り組みます。 

 

③感染症の予防や感染拡大防止を図るため、県民等へ感染予防の普及啓発を行うとともに、感染症発

生動向調査システム等を活用した、感染症発生情報の収集・解析、関係機関や県民への情報提供に

取り組みます。 

 

④発生すると社会的に影響の大きい感染症の発生に備え、感染症指定医療機関等の運営や設備整備へ

の支援、備蓄している抗インフルエンザウイルス薬等の管理を行います。また、感染症発生時は、

医療機関、消防、警察等の関係機関との連携した対応が重要となることから、関係機関と協力し、

県内の全保健所で訓練を実施するなど連携体制の充実を図ります。 
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⑤「感染症危機管理人材及び公衆衛生行政官の育成」「新興再興感染症発生時の行政機関との連携と政

策提言」を設立目的とする三重大学感染症危機管理人材育成センター（令和５年４月開設予定）と

の連携により、新たな医療計画・感染症予防計画等の策定や、感染症に精通した公衆衛生医師・保

健師等医療職の確保・育成などに取り組みます。 

 

⑥エイズやウイルス性肝炎の早期発見に向け、保健所が実施しているＨＩＶ検査や肝炎ウイルス検査

の普及啓発を行い、検査受診者数の増加をめざします。また、正しい知識や検査の必要性を啓発す

ることにより感染拡大防止を図るとともに、陽性者が安心して治療を受けることができるよう、相

談体制の充実に取り組みます。加えて、肝炎ウイルス検査陽性者等を対象に、重症化予防のための

フォローアップ事業や検査費用の助成を実施するとともに、啓発を行うことで制度利用者の増加を

図ります。 

 

⑦結核については、早期発見と適切な治療につながるよう、引き続き、健康診断や医療費の助成、訪

問指導、ＤＯＴＳ（直接服薬確認療法）、接触者健診、結核菌分子疫学的解析等を実施します。なお、

増加する高齢者や外国人の結核患者に対応するため、施設の管理者や関係者を対象とした研修会等

を開催するとともに、関係者と連携し治療完遂に向けた支援の充実を図ります。また、多剤耐性結

核など耐性菌を原因とする疾患は、治療が長期化する恐れがあることから、抗菌薬の適正使用推進

に取り組みます。 

 

⑧三重県予防接種センターにおいて、県民や市町、医療機関等からの相談対応や、予防接種要注意者

および渡航者等に対する予防接種を実施していきます。また、先天性風しん症候群の発生予防のた

め、引き続き、妊娠を希望する女性等を対象にした無料の風しん抗体検査に取り組むとともに、市

町と連携し、風しんの追加的対策が円滑に進むよう取り組みます。なお、風しんや輸入症例による

患者が増加している麻しんについては、医療機関等を対象に研修会の開催やワクチン接種などの予

防対策の普及啓発に取り組みます。
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KPI（重要業績評価指標） 

 

 令和３年度 ４年度 ５年度 ８年度 
項目 

（項目の説明） 
 目標値 目標値 目標値 

現状値 実績値 実績値 実績値 

感染症の集団発生が抑止できた割合 

（「感染症の予防及び感染症の患者

に対する医療に関する法律」に基づ

く一、二、三、四、五類感染症（五

類感染症については、全数報告が必

要なもの（風しん、麻しん等）に限

る。）の集団発生が抑止できた割合） 

 100％ 100％ 100％ 

100％ － － － 

感染予防対策研修会への参加施設数 

（感染症が発生した場合に感染拡大

や重症化のリスクが高い入所施設等

の感染予防対策研修会への参加施設

数） 

 400施設 450施設 600施設 

298施設 － － － 

新型コロナウイルス感染症をはじめ

とした新たな感染症にかかる検査体

制の確保 

（「感染症の予防及び感染症の患者

に対する医療に関する法律」に基づ

く新型コロナウイルス感染症をはじ

めとした新たな感染症にかかる検査

需要（見込み数）に対して必要な検

査体制を確保できた割合） 

 100％ 100％ 100％ 

100％ － － － 

 

主な事業 

①防疫対策事業 

 （第４款 衛生費 第１項 公衆衛生費 ３ 予防費） 

 予算額：（R4） ４４，６５７，３００千円 → （R5） ５５，１４５，２５７千円 

 事業概要：感染状況に応じた受入病床の確保や宿泊療養施設の運営、自宅療養者の健康フォローア

ップ体制の確保、医療機関等との連携による検査体制の確保、市町等との連携によるワ

クチン接種の促進等に取り組むとともに、高齢者等の重症化リスクの高い方を守ること

に重点を置いた感染対策を進めます。また、感染症法の改正をふまえた国の指針に基づ

き、「三重県感染症予防計画」の改定を進め、新たな感染症の発生やまん延時の医療提

供体制の構築に取り組みます。 

 

②結核・感染症発生動向調査事業 

 （第４款 衛生費 第１項 公衆衛生費 ３ 予防費） 

 予算額：（R4） １５，０８４千円 → （R5） １５，０９２千円 

 事業概要：感染症の予防や感染拡大防止のためには、その知識の普及啓発や流行状況に応じた情報

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

テム等を活用した情報発信等に取り組みます。 
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③（一部新）感染症公衆衛生人材確保・育成事業 

（第４款 衛生費 第１項 公衆衛生費 １ 公衆衛生総務費） 

予算額：（R4） ３１５千円→（R5） １５，７１２千円 

事業概要：三重大学感染症危機管理人材育成センター（令和５年４月開設予定）に寄附講座を設置

します。当該寄附講座からの担当教員（医師）の派遣を通じて、公衆衛生医師確保や各

種行政計画策定への支援を受けるほか、保健師等の医療職が同センターで専門研修を受

講することにより、資質向上を図ります。 

 

④エイズ等対策費 

 （第４款 衛生費 第１項 公衆衛生費 ３ 予防費） 

 予算額：（R4） １４，５７２千円 → （R5） １４，４７３千円 

 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・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。 

 

⑤結核対策事業 

 （第４款 衛生費 第１項 公衆衛生費 ２ 結核対策費） 

 予算額：（R4） ８，２４４千円 → （R5） ８，２７５千円 

 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し、患者が治療

を完遂出来るよう訪問指導等でＤＯＴＳ（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。 

 

⑥予防接種対策事業 

 （第４款 衛生費 第１項 公衆衛生費 ３ 予防費） 

 予算額：（R4） ４２，７０６千円 → （R5） ４２，００４千円 

 事業概要：三重県予防接種センターにおいて、県民や市町等からの相談対応や海外渡航者等への予

防接種を実施します。また、風しんの追加的対策が円滑に進むよう市町と連携して取り

組みます。 

 

42



 

43



施策２－３  

 

 

 

【主担当部局：医療保健部】 

施策の目標 

（めざす姿） 

利用者のニーズに応じた介護サービス等の提供が進むよう、特別養護老人ホームの整備や地域住民

等による見守り、多様な生活支援が充実するなど、介護基盤の整備と介護人材の確保が進んでいます。 

高齢者が、要介護状態となっても地域の実情に応じ、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、医

療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供されています。 

（課題の概要） 

本県の総人口の約５人に１人が後期高齢者となり、介護を必要とする高齢者の増加が見込まれます。 

介護職員数は増加傾向にありますが、介護を必要とする高齢者が増加していく中、厚生労働省の推

計によると、本県の介護職員は令和７(2025)年度に３千人以上不足することが見込まれています。 

 

現状と課題 

①「みえ高齢者元気・かがやきプラン（第８期三重県介護保険事業支援計画・第９次三重県高齢者福

祉計画）」に基づき、地域包括ケアシステムのさらなる深化・推進に向けた取組を進めています。

現計画が令和５年度で最終年度を迎えることから、次期計画の策定に向け、検討を進める必要があ

ります。 

 

②特別養護老人ホームの入所基準の適正な運用に向けた施設への訪問調査を行うとともに、施設整備

を進めています。また、地域医療介護総合確保基金を活用し、認知症高齢者グループホーム等の地

域密着型サービスを整備する市町を支援しています。建築資材の高騰や慢性的な介護人材不足の影

響により施設整備数が整備計画数に達していませんが、施設サービスを必要とする高齢者は依然と

して多いことから、引き続き、特別養護老人ホーム等の介護基盤の整備を進めるとともに、地域密

着型サービスを整備する市町を支援する必要があります。 

 

③各種の介護支援専門員研修を実施し資質向上を図るとともに、介護職員の負担軽減や介護現場にお

ける業務効率化に資する介護ロボットやＩＣＴの導入を支援しています。引き続き、これらの取組

を実施し、サービスの質の向上や介護人材の確保を図る必要があります。 

 

④介護人材を確保するため、県福祉人材センターによる無料職業紹介や、介護福祉士修学資金等の貸

付を実施するとともに、介護未経験者を対象とした研修の実施や、外国人材を対象とした奨学金の

支給に係る事業所への支援を行っています。また、介護職場における機能分担を進めるための「介

護助手」の導入・定着に向けた支援などに取り組んでいます。引き続き、介護職員の賃金改善に充

てる介護職員処遇改善加算をより多くの事業者が取得できるよう制度の周知を図るとともに、多様

な人材の新規参入および定着促進に向けて取り組む必要があります。 

 

 

 

 

介護の基盤整備と人材確保 
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⑤地域の中で認知症サポーターを組織化し、認知症の人や家族のニーズに合った具体的な支援につな

げる仕組み（チームオレンジ）の構築の支援や、認知症の人を早期のケアにつなげるモデル事業の

実施などに取り組んでいます。今後も認知症高齢者の増加が見込まれることから、早期から適切な

診断や対応ができるよう医療と介護の連携を図るととともに、それぞれの地域で本人と家族を支え

るための支援体制を構築していく必要があります。 

 

⑥介護予防・重度化防止等に係る市町や地域包括支援センターの取組を支援するため、介護予防ケア

マネジメント等に係る研修会の開催や地域ケア会議へのアドバイザー派遣を行っています。引き続

き、介護予防の取組や生活支援サービスの充実を図る必要があります。 

 

⑦介護保険事業所・施設等が新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を行い、サービスを継続して

提供するために必要な経費を支援しています。また、介護保険事業所・施設等において新型コロナ

ウイルスの感染が拡大したことを受け、感染が発生した場合に大規模化する恐れがある施設を訪問

し、感染防止対策の徹底を求めています。引き続き、介護保険事業所・施設等のサービス継続を支

援するとともに、施設内での感染拡大の防止を図る必要があります。 

 

⑧市町ヒアリングにより在宅医療・介護連携の現状や課題について把握するとともに、在宅医療に係

る普及啓発等に取り組んでいます。今後も、多職種による連携体制の構築など、地域の実情・特性

に応じた在宅医療・介護の連携体制の構築に資する取組を支援していく必要があります。 

 

令和５年度の取組方向 

①地域包括ケアシステムのさらなる深化・推進に向け、令和６年度からの「みえ高齢者元気・かがや

きプラン（第９期三重県介護保険事業支援計画・第 10 次三重県高齢者福祉計画）」の策定に取り組

みます。 

 

②施設サービスを必要とする高齢者が依然として多いことから、優先度の高い方が円滑に施設へ入所

できるよう、入所基準の適正な運用に向けた取組を行うとともに、介護人材の確保の取組や特別養

護老人ホーム等の介護基盤の整備を進めます。また、住み慣れた地域で必要なサービスが受けられ

るよう、認知症高齢者グループホーム等の地域密着型サービスの充実に向けて市町を支援します。 

 

③介護サービスの一層の充実を図るため、引き続き、介護支援専門員の資質向上に向けた研修を実施

するとともに、介護職員の負担軽減や介護現場における業務効率化に資する介護ロボットや、介護

ソフト、タブレット端末などのＩＣＴの導入促進に取り組みます。 

 

④介護人材を確保するため、引き続き、県福祉人材センターによる無料職業紹介、マッチング支援等

の取組や介護福祉士修学資金等の貸付を実施するとともに、退職を控えた介護未経験者や、技能実

習生等の外国人材の参入促進に取り組みます。また、地域医療介護総合確保基金を活用し、市町・

介護関係団体等の取組への支援や、介護職場における機能分担を進めるための「介護助手」の導入・

定着に向けた支援に取り組みます。さらに、「働きやすい介護職場応援制度」の普及啓発や介護職員

に対する相談体制を整備するともに、引き続き、介護職員の賃金改善に充てる介護職員処遇改善加

算をより多くの事業者が取得できるよう制度の周知を図るなど、介護人材の定着促進に向けた取組

を進めます。 
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⑤認知症になっても希望を持って日常生活を過ごせる社会をめざして、それぞれの地域で本人と家族

を支えるため、認知症サポーターや認知症の人によるチームオレンジの構築の支援や、市町におけ

る成年後見制度に係る中核機関の設置の支援を行います。また、レセプトデータを活用して認知症

の人を早期のケアにつなげるモデル事業の実施や認知症ＩＴスクリーニングの活用地域の拡大等

により、認知症の早期から適切な診断や対応ができるよう医療と介護の連携を図ります。 

 

⑥地域包括支援センターの職員に対する研修を実施するとともに、地域ケア会議へ専門職等のアドバ

イザー派遣を行います。また、市町ヒアリングにより介護予防・重度化防止の現状や課題について

把握するとともに、市町毎の介護分野等の取組を評価する保険者機能強化推進交付金等の成果指標

を活用して、地域の実情に応じた取組が効果的に進むよう支援します。 

 

⑦新型コロナウイルス感染者が発生した介護保険事業所・施設等において介護サービスが継続的に提

供されるよう、介護人材の確保や職場環境の復旧・改善等のかかり増し費用に対して支援を行うと

ともに、施設内での感染防止対策の取組を進めます。 

 

⑧地域における在宅医療・介護連携体制の構築に向け、市町ヒアリングで把握した現状や課題等をふ

まえた地域連携体制の強化に向けた研修、普及啓発等に取り組みます。また、在宅医療において重

要な役割を担う訪問看護ステーションに対して、アドバイザー派遣、相談支援体制の強化や研修の

充実等に取り組みます。 

 

KPI（重要業績評価指標） 
 令和３年度 ４年度 ５年度 ８年度 

項目 
（項目の説明） 

 目標値 目標値 目標値 
現状値 実績値 実績値 実績値 

介護度が重度で在宅の特別養護老人

ホームの入所待機者数 

（介護度が重度で在宅の特別養護老

人ホームの入所待機者数（入所を辞

退した者等を除く実質的な待機者

数）） 

 158人 135人 120人 

178人 － － － 

県内の介護職員数 

（介護サービス施設・事業所に従事

する県内介護職員数（厚生労働省が

発表する都道府県別介護職員数）） 

 
33,370人 

(３年度) 

34,455人 

(４年度) 

37,709人 

（７年度） 

32,285人 

（２年度） 
－ － － 

チームオレンジ整備市町数 

（認知症の人や家族に対する心理

面・生活面の支援等を行うチームを

整備した市町数） 

 ８市町 15市町 29市町 

４市町 － － － 
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主な事業 

①介護サービス基盤整備補助金 

  （第３款 民生費 第１項 社会福祉費 ３ 老人福祉費） 

  予算額：（R4） ３９６，４１８千円 → （R5） ２７０，１６９千円 

  事業概要：施設サービスを必要とする高齢者が円滑に入所できるよう、特別養護老人ホームの整備 

を支援します。 

 

②（一部新）介護保険サービス事業者・施設指定事業 

  （第３款 民生費 第１項 社会福祉費 ３ 老人福祉費） 

  予算額：（R4） ３，６９０，５９４千円 → （R5） ６６６，３９４千円 

  事業概要：介護職員処遇改善加算等の新規取得を促進するため、取得方法等についての研修会の開

催や、社会保険労務士等による個別訪問に取り組みます。また、引き続き、新型コロナ

ウイルス感染者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。 

 

③介護サービス施設・設備整備等推進事業 

  （第３款 民生費 第１項 社会福祉費 ３ 老人福祉費） 

 予算額：（R4） ７７５，６８０千円 → （R5） １，３３７，０９６千円 

（１，０８９，５４３千円 →  １，３７５，５９３千円 ※２月補正含みベース） 

  事業概要：高齢者が住み慣れた地域で必要な介護サービスを受けられるよう、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事業所の整備を行う市町を支援します。また、介

護保険事業所・施設等における防災・減災対策を推進するため、非常用自家発電設備等

の整備を支援します。 

       介護保険事業所・施設等における新型コロナウイルスの感染拡大防止を図るため、面会

室の整備や簡易陰圧装置の設置等の支援を行います。 

 

④福祉人材センター運営事業 

  （第３款 民生費 第１項 社会福祉費 １ 社会福祉総務費） 

  予算額：（R4） ４４，１２３千円 → （R5） ４４，０１０千円 

  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等により、就労希望者への相談・支援を行うとともに、介護助手の

導入促進を図るため、介護助手普及推進員を配置します。さらに、介護職員の悩み相談

窓口を設置し、離職防止を図ります。 

 

⑤福祉・介護人材確保対策事業 

  （第３款 民生費 第１項 社会福祉費 １ 社会福祉総務費） 

  予算額：（R4） １２２，３５４千円 → （R5） １１９，４８４千円 

  事業概要：若い世代に対し、福祉・介護の魅力を発信するとともに介護未経験者のための入門的研

修や離職者等に対する介護職員初任者研修を開催します。また、小規模事業所等に対す

る人材確保と定着のための支援や、潜在的有資格者の再就業の促進に取り組むほか、「働

きやすい介護職場の応援制度」の普及啓発等により、勤務環境改善に積極的に取り組む

事業者を支援します。さらに、離島・中山間地域等における人材確保のための支援等に

取り組みます。 
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⑥外国人介護人材確保対策事業 

  （第３款 民生費 第１項 社会福祉費 １ 社会福祉総務費） 

  予算額：（R4） ３８，２４７千円 → （R5） ４３，１８０千円 

  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保険事業所・施設等が実施する奨学金制度を支援し

ます。 

 

⑦三重県介護従事者確保事業費補助金 

  （第３款 民生費 第１項 社会福祉費 １ 社会福祉総務費） 

  予算額：（R4） ４４７，１６１千円 → （R5） ６０２，３７３千円 

  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、多様な人材の参入促進、

資質の向上、労働環境・処遇の改善に取り組む市町や介護関係団体等を支援します。また、

介護保険事業所・施設等が行う介護ロボットやＩＣＴの導入等を支援します。 

 

⑧介護支援専門員資質向上事業 

  （第３款 民生費 第１項 社会福祉費 ３ 老人福祉費） 

  予算額：（R4） ２７，６７２千円 → （R5） ２７，２９１千円 

  事業概要：要介護者等に対するケアプランを作成する介護支援専門員に対して、資質向上のための

研修を実施するとともに、資格管理を行います。 

 

⑨認知症地域生活安心サポート事業 

  （第３款 民生費 第１項 社会福祉費 ３ 老人福祉費） 

  予算額：（R4） １５，２４９千円 → （R5） １５，７５９千円 

  事業概要：認知症サポーターの養成を行うとともに、認知症サポーターや認知症の人によるチーム

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 

  （第３款 民生費 第１項 社会福祉費 ３ 老人福祉費） 

  予算額：（R4） ５８，７４９千円 → （R5） ５８，７９９千円 

  事業概要：認知症の人や家族が円滑な日常生活を過ごせるよう、認知症疾患医療センターにおける

診断後等支援機能を強化することなどにより、医療と介護の連携を進めます。 

 

⑪地域包括ケア推進・支援事業 

 （第３款 民生費 第１項 社会福祉費 ３ 老人福祉費） 

 予算額：（R4） ２，６５３千円 → （R5） ２，５７６千円 

 事業概要：地域包括支援センターの機能強化や介護予防・自立支援の取組の推進に向け、センター

の職員に対する研修を実施するとともに、地域ケア会議へ専門職等のアドバイザー派遣

を行います。 
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⑫（一部新）在宅医療体制整備推進事業 

 （第３款 民生費 第１項 社会福祉費 ３ 老人福祉費） 

 予算額：（R4） ２４，１１７千円 → （R5） ２４，６４４千円 

 事業概要：在宅医療体制整備の支援強化のため、訪問看護ステーションに対するアドバイザー派遣

や相談支援体制を拡充するとともに、実態調査、研修の充実等に取り組みます。また、

地域における在宅医療・介護連携体制の構築に向け、市町ヒアリングで把握した現状や

課題等をふまえた研修、普及啓発等に取り組みます。 
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施策２－４  

 

 

 

【主担当部局：医療保健部】 

施策の目標 

（めざす姿） 

生涯を通じて健康的な生活を送ることができるよう、企業、関係機関・団体、市町と連携して健康

づくりに取り組み、県民一人ひとりが望ましい生活習慣を身につけるとともに、企業の健康経営（※）

が促進される社会環境づくりが進んでいます。また、県民の皆さんが難病にかかった時も、適切な治

療や支援を受けています。 

（課題の概要） 

県民の平均寿命の延伸が見込まれる中、生活習慣の改善や全身の健康につながる歯科保健対策の推

進など、健康寿命のさらなる延伸に向けた取組が求められています。 

 

現状と課題 

 ①新型コロナウイルス感染症の影響により 、生活習慣が変化し、心身等への影響が生じる一方で、

健康への関心が高まり、健康づくりに取り組む県民の皆さんが増加していることをふまえ、新しい

生活様式に対応した健康づくりの取組を推進していく必要があります。 

 

 ②企業や市町と連携して県民の主体的な健康づくりを推進する「三重とこわか健康マイレージ事業」

の周知を図り、マイレージ特典協力店およびマイレージ取組事業所として、1,000以上の店舗等が

参画しています。また、「三重とこわか県民健康会議」を通じて、企業、関係機関・団体、市町と

連携し、社会全体で継続的に健康づくりに取り組む気運の醸成を図っています。加えて、企業にお

ける健康経営の取組を促進するため、「三重とこわか健康経営カンパニー」認定制度および「三重

とこわか健康経営促進補助金」を活用し、236の認定企業のうち優れた健康経営に取り組んでいる

企業を「三重とこわか健康経営大賞」として表彰しています。引き続き、県民が主体的に取り組む

健康づくりや企業の健康経営の取組を促進するなど、社会全体で継続的に健康づくりに取り組んで

いく必要があります。 

  

③県民の健康的な食生活の実現に向けて、「健康野菜たっぷり料理グランプリ」等において、企業、

関係機関・団体と連携し、バランスのとれた食事をはじめ、野菜摂取や減塩を促すための普及啓発

を行っています。さまざまな場面で企業の健康経営等と連携し、働く世代の健康づくりの取組をさ

らに推進していく必要があります。 

  

④糖尿病の発症予防や重症化予防に向け、「三重県糖尿病性腎症重症化予防プログラム」に基づいた

受診勧奨や保健指導の取組が促進されるよう、保健、医療に関わる人材の育成等を行っています。

引き続き、地域の関係者と医療機関が連携し、広く県民への生活習慣病予防の啓発を行っていく必

要があります。 

  

 

 

※「健康経営」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。 

健康づくりの推進 
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⑤健康増進法に基づく受動喫煙防止対策について、事業者等からの相談に対応しています。また、受

動喫煙防止対策として「たばこの煙の無いお店」への登録や啓発等に取り組んでいます。望まない

受動喫煙が生じないよう、引き続き、健康への影響等について周知啓発を行う必要があります。 

 

 ⑥歯と口腔の健康づくりについては、乳幼児期から高齢期まで、ライフステージに応じた取組を進め

るとともに、医科歯科連携の推進や地域包括ケアシステムにおける在宅歯科保健医療の提供体制の

充実を図っています。フッ化物洗口については、新型コロナウイルス感染症の影響により、実施を

見合わせていた施設が再開するとともに、市町等との連携により、実施施設の拡大に取り組んでい

ます。引き続き、計画的に歯と口腔の健康づくりを推進する必要があります。 

 

 ⑦医療費助成制度の円滑な運営に取り組むとともに、難病医療診療連携拠点病院、難病医療分野別拠

点病院等が連携を図り、難病患者を支える医療提供体制の整備に努めています。また、難病相談支

援センターにおいて、難病患者等への各種相談、就労支援等を実施しています。引き続き、医療費

助成制度を円滑に運営するとともに、医療提供体制や相談支援体制の充実を図る必要があります。 

 

   

令和５年度の取組方向 

①令和６年度からの次期「三重の健康づくり基本計画」および次期「みえ歯と口腔の健康づくり基本

計画」について、新型コロナウイルス感染症の影響などもふまえ、三重県公衆衛生審議会等におけ

る協議を通じて策定に取り組みます。 

 

②「三重とこわか健康マイレージ事業」の周知を引き続き図り、企業や市町と連携して県民の主体的

な健康づくりを推進します。また、「三重とこわか県民健康会議」を通じて、社会全体で健康づくり

に継続して取り組む気運の醸成を図るとともに、「三重とこわか健康経営カンパニー」認定制度の普

及定着や、ＤＸを取り入れた取組を行う企業に対する「三重とこわか健康経営促進補助金」の活用、

「三重とこわか健康経営大賞」による表彰により、企業における健康経営を促進します。 

 

③さまざまな主体との連携により食育活動を推進し、バランスのとれた食事の大切さをはじめ、野菜

摂取や減塩の必要性について、イベント等の機会を通じて、広く県民に啓発を行います。また、企

業の健康経営等と連携し、働く世代の健康づくりの取組を推進します。 

 

④糖尿病の発症予防や重症化予防の取組を推進するため、「三重県糖尿病性腎症重症化予防プログラ

ム」に基づき、市町においてかかりつけ医等と連携した受診勧奨や保健指導の取組が促進されるよ

う、保健、医療関係者の人材の育成等を行います。また、関係機関・団体、市町との連携により、

生活習慣病予防の啓発を行います。 

 

⑤受動喫煙防止対策について、引き続き事業者等からの相談に対応するとともに、「三重とこわか県民

健康会議」等を通じて、事業者に「たばこの煙の無いお店」への登録などの取組について啓発を行

います。 

 

 

 

51



⑥ライフステージに応じた歯と口腔の健康づくりに取り組むとともに、医療的ケア児の支援に係る医

科歯科連携の推進や在宅歯科保健医療の提供体制のさらなる充実に取り組みます。また、フッ化物

洗口によるむし歯予防の取組については、教育委員会と連携し、市町訪問や会議等において実践事

例を紹介するなど、関係者の理解を深めていきます。 

 

⑦難病医療費助成制度の円滑な運営のため、難病指定医および指定医療機関の確保に取り組むととも

に、難病患者が身近な医療機関で適切な治療を継続できるよう、地域の医療機関等の連携により、

さまざまなニーズに対応できる医療提供体制や相談支援体制の充実を図ります。また、難病患者や

その家族の療養生活におけるＱＯＬの向上を図るため、ハローワーク等と連携し、生活・療養相談、

就労支援を行います。 

 

KPI（重要業績評価指標） 

 

 令和３年度 ４年度 ５年度 ８年度 
項目 

（項目の説明） 
 目標値 目標値 目標値 

現状値 実績値 実績値 実績値 

健康寿命 

（県民の皆さんが日常的に介護を必

要とせず、自立して健康的な日常生

活を送ることができる期間） 

 

男性 78.9歳 

女性 81.2歳 

（３年） 

男性 79.1歳 

女性 81.3歳 

（４年） 

男性 79.5歳 

女性 81.4歳 

（７年） 

男性 78.8歳 

女性 81.2歳 

（２年） 

－ － － 

三重とこわか健康マイレージ事業へ

の参加者数 

（県と市町で推進する三重とこわか

健康マイレージ事業に参加し、健康

づくりに取り組む人の年度ごとの

数） 

 6,000人 7,000人 10,000人 

5,240人 － － － 

永久歯列が完成する時期でむし歯の

ない者の割合 

（永久歯列が完成する時期である中

学１年生時において、むし歯のない

者の割合） 

 69.7％ 71.4％ 76.7％ 

67.9％ － － － 

 

主な事業 

①三重とこわか健康推進事業 

 （第４款 衛生費 第１項 公衆衛生費 １ 公衆衛生総務費） 

 予算額：（R4） ２４，２３０千円 → （R5） １７，７９７千円 

 事業概要：県民が主体的かつ継続的に健康づくりに取り組めるよう「三重とこわか健康マイレージ

事業」を推進するとともに、「三重とこわか県民健康会議」を通じて、社会全体で健康

づくりに取り組む気運の醸成を図ります。また、「三重とこわか健康経営カンパニー」

の認定や、認定企業に対する「三重とこわか健康経営大賞」の表彰および「三重とこわ

か健康経営促進補助金」による支援を通じて、企業における健康経営を促進します。 
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②三重の健康づくり推進事業 

 （第４款 衛生費 第１項 公衆衛生費 １ 公衆衛生総務費） 

 予算額：（R4） ２０，４２８千円 → （R5） １５，８０２千円 

 事業概要：受動喫煙の防止や生活習慣の改善、食育に係る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、三重県公衆衛生審議会

等における協議を通じて、次期「三重の健康づくり基本計画」を策定します。 

 

③糖尿病発症予防対策事業 

 （第４款 衛生費 第１項 公衆衛生費 １ 公衆衛生総務費） 

 予算額：（R4） １，２２７千円 → （R5） １，５８５千円 

 事業概要：糖尿病の発症予防や重症化予防の取組が身近な地域で効果的に行われるよう、保健、医

療関係者を対象に受診勧奨や保健指導に係る研修を実施します。また、関係機関・団体、

市町との連携により、生活習慣病予防の啓発を行います。 

 

④歯科保健推進事業 

 （第４款 衛生費 第１項 公衆衛生費 １ 公衆衛生総務費） 

 予算額：（R4） ９４，１４７千円 → （R5） ９０，４３８千円 

 事業概要：ライフステージに応じた歯と口腔の健康づくりに取り組むとともに、地域口腔ケアステ

ーションにおける医科歯科連携の推進や在宅歯科保健医療の提供体制の充実を図りま

す。また、フッ化物洗口の実施施設数の拡大に向けて、教育委員会と連携し、市町訪問

や会議等における実践事例の紹介等に取り組みます。加えて、三重県公衆衛生審議会等

における協議を通じて、次期「みえ歯と口腔の健康づくり基本計画」を策定します。 

 

⑤指定難病等対策事業 

 （第４款 衛生費 第１項 公衆衛生費 ３ 予防費） 

 予算額：（R4） ２，５６２，２０７千円 → （R5） ２，７０８，４０７千円 

 事業概要：指定難病等患者の療養生活の質の向上を図るため、治療に係る医療費を助成し、患者へ

の経済的支援を行います。また、医療費助成制度の円滑な運営のため、難病指定医およ

び指定医療機関の確保に取り組みます。 
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施策３－１  

 

 

 

【主担当部局：警察本部】 

施策の目標 

（めざす姿） 

 県民の皆さんが安全で安心して暮らせる、犯罪の起きにくい社会を構築するため、市町や地域住民、

防犯ボランティア団体等との連携による犯罪防止に向けた取組や、県民の皆さんに不安を与える犯罪

の早期検挙、これら警察活動を支える基盤の強化が推進されています。また、犯罪被害者等を支える

社会の形成に向けて、犯罪被害者等の立場に立った適切かつきめ細かな支援が途切れることなく提供

されています。 

（課題の概要） 

 子どもや女性が被害に遭う性犯罪や重要犯罪、ストーカー・ＤＶ事案や高齢者等を狙った特殊詐欺、    

サイバー犯罪が高止まりするなど、治安情勢は予断を許さない状況にあり、犯罪防止の取組と犯罪の

早期検挙が求められています。また、「三重県犯罪被害者等支援条例」に基づき、犯罪被害者等への

支援体制を底上げすることが求められています。 

 

現状と課題 

①犯罪の悪質化・巧妙化、取調べをめぐる環境の変化等に伴って客観証拠の重要性が高まる中、防

犯カメラ画像の収集とその分析に多大な時間と捜査力を要していることから、捜査資機材を整備

し、活用することで、捜査の効率化、人的資源の有効活用を図る必要があります。 

 

②鑑定機器の増加等に伴い、本部庁舎内にある科学捜査研究所の狭隘化が進んでいることから、鑑定

環境の改善と鑑定の高度化・効率化を図るため、独立庁舎を整備する必要があります。 

 

③老朽化した警察署の建て替え及び長寿命化を計画的に進め、地域の治安維持、災害対策の拠点とな

る警察施設を適正に維持管理する必要があります。また、パトカー等の車両の配備、装備資機材の

充実により警察活動を支える基盤を強化し、効果的な警察活動を推進する必要があります。 

 

④極めて深刻な情勢にあるサイバー空間の脅威に対処するため、高度化・複雑化するサイバー犯罪の

取締りを強化するほか、サイバー犯罪に関する相談が後を絶たないことから、被害防止対策を推進

するなど、サイバー空間の安全安心の確保に向けた取組を推進する必要があります。 

 

⑤子どもや女性、高齢者等が被害に遭う犯罪は後を絶たず、通学路等における子どもの安全確保、高

齢者が特殊詐欺被害に遭わないための取組が求められていることから、市町や地域住民、ボランテ

ィア団体等との連携の下、各種犯罪の未然防止に向けた取組を推進する必要があります。 

 

⑥令和５年度には、国内でＧ７広島サミットが開催されるほか、県内でもＧ７三重・伊勢志摩交通

大臣会合が開催されます。こうした大規模行事に出席する国内外要人等の身辺の安全を確保すると

ともに、行事の円滑な進行を確保するため、警備に万全を期する必要があります。 

 

 

犯罪に強いまちづくり 
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⑦「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」に基づき、安全で安心な三重の

まちづくりをオール三重で推進しています。防犯活動の担い手不足や高齢化、県民の治安に対する

不安感に対応するため、自主防犯活動の活性化や意識啓発に取り組む必要があります。 

 

⑧「三重県犯罪被害者等支援条例」をふまえて策定した「三重県犯罪被害者等支援推進計画」（令和

元年 12月）に基づき、犯罪被害者等支援施策を総合的かつ計画的に推進する必要があります。 

 

令和５年度の取組方向 

 

①デジタル技術を活用した画像分析機器を導入するほか、ＤＮＡ型の鑑定や解析を緻密かつ効率的に

実施できるよう科学捜査研究所の独立庁舎の整備を進めるなどし、捜査支援分析、科学捜査の強化

を図り、重要犯罪を始め、暴力団犯罪、窃盗や特殊詐欺を集団で敢行する組織犯罪、サイバー犯罪

など、県民の皆さんに不安を与える犯罪の早期検挙に取り組みます。 

 

②令和４年度に引き続き、老朽化、狭隘化が著しい大台警察署について災害等有事の際の即応体制、

災害活動拠点としての機能に配意しつつ、人口減少・高齢化社会に適応した庁舎の建替整備に取り

組みます。また、老朽化した尾鷲警察署を大規模改修して長寿命化するとともに、来庁者が利用し

やすい施設となるよう整備を進めます。 

 

③老朽化した駐在所の建て替え、長寿命化に取り組むとともに、パトカー等の車両の配備、山岳事故

等の救助活動に必要となる装備資機材の充実を図るなど、警察活動を支える基盤の整備に取り組み

ます。 

 

④サイバー空間の脅威に的確に対処するため、サイバー犯罪捜査の中核となる専門的な捜査員の育成

に取り組むとともに、演習環境の高度化及び情報技術解析に用いる資機材の整備等を推進します。 

 

⑤県民の皆さんが安全で安心して暮らせる、犯罪の起きにくい社会の実現に向け、市町や地域住民、

ボランティア団体等との連携の下、特殊詐欺をはじめとする各種犯罪を未然に防ぎ、社会全体で良

好な治安が保たれるよう取組を推進します。 

 

⑥県内外で開催される大規模行事を見据え、テロの未然防止に向けて、県民の皆さんの理解と協力の

下、官民一体となった各種テロ対策を強化します。 

 

 

⑦持続可能な地域防犯を促進するため、新たに事業者の協力を得た女性・子どもをはじめとする地域

の見守り活動を推進するとともに、体感治安の向上につなげるため、防犯活動の「見える化」を図

ります。また、現行の「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）」が終了   

することから、これまでの成果や課題、県民意識の変化や近年の犯罪情勢・傾向等をふまえ、新た

なプログラム（第３弾）の策定に取り組みます。 

 

 

警察本部 

環境生活部 
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⑧犯罪被害者等の状況に応じた必要な支援を適切に行うため、関係機関との顔の見える関係づくりや

支援従事者研修会等の開催を通じて、総合的な支援体制を強化します。また、犯罪被害者等を支え

る社会の形成を促進するため、犯罪被害者等に対する県民の皆さんの理解を深める取組を推進しま

す。さらに、現行の「三重県犯罪被害者等支援推進計画」が終了することから、これまでの成果・

課題を検証し、取組のさらなる強化につながるよう計画の見直しを行います。 

 

KPI（重要業績評価指標） 

 
 令和３年度 ４年度 ５年度 ８年度 

項目 
（項目の説明） 

 目標値 目標値 目標値 
現状値 実績値 実績値 実績値 

刑法犯認知件数 

（刑法犯（道路上の交通事故に係る

業務上（重）過失致死傷を除く）に

ついて、1年間に被害の届出や告

訴・告発を受理した件数） 

 

 6,900件未満 6,300件未満 5,000件未満 

7,410件 － － － 

特殊詐欺認知件数 

（特殊詐欺について、1年間に被害

の届出を受理した件数） 

 

 107件未満 104件未満 95件未満 

110件 － － － 

重要犯罪の検挙率 

（重要犯罪に係る当該年の認知件数

に対する検挙件数の割合） 

 

 95％以上 95％以上 95％以上 

89.7％ － － － 

犯罪被害者等支援従事者数 

（犯罪被害者等支援体制の充実・強

化のため、犯罪被害者等の対応力（知

識・技能）を習得・向上させる研修

会に参加した市町、関係機関の延べ

職員数） 

 

 257人 337人 577人 

177人 － － － 

 

 

主な事業 

 

①（一部新）捜査支援システム整備事業 

（第９款 警察費 第２項 警察活動費 ２ 刑事警察費） 

予算額：(R4) ６０，１３７千円 → (R5) １５８，２２３千円 

事業概要：デジタル技術を活用した高度ＡＩ画像分析機器を新たに導入するなど、犯罪の早期検

挙に向けた取組を推進します。 

 

②庁舎等施設整備事業（科学捜査研究所整備事業） 

（第９款 警察費 第１項 警察管理費 ４ 警察施設費） 

予算額：(R4) ２８，０７５千円 → (R5) ７７，２４５千円 

事業概要：緻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、令和４年

度に引き続き、実施設計を行います。 

警察本部 
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③警察署庁舎整備事業 

（第９款 警察費 第１項 警察管理費 ４ 警察施設費） 

予算額：(R4) １１１，７８３千円 → (R5) ４４９，０５７千円 

事業概要：大台警察署の建築工事を行います。また、老朽化した尾鷲警察署の大規模改修工事に

着手することから、仮設庁舎での運用を開始します。 

 

④警察官駐在所等整備事業 

（第９款 警察費 第１項 警察管理費 ４ 警察施設費） 

予算額：(R4) ２１２，１７９千円 → (R5) １５１，１０３千円 

事業概要：老朽化した駐在所の建替整備（３施設）を行うほか、交番・駐在所の長寿命化に向け

た施設の調査や改修工事を行います。 

 

⑤警察施設適正管理事業 

（第９款 警察費 第１項 警察管理費 ４ 警察施設費） 

予算額：(R4) － 千円 → (R5) ３１８，４４４千円 

事業概要：警察署等の施設や設備を計画的に修繕、更新することにより、施設の安全性を維持す

るとともに、利用者の利便性の向上を図ります。 

 

⑥（一部新）地域警察事業 

（第９款 警察費 第２項 警察活動費 ２ 刑事警察費） 

予算額：(R4) ２，１５６千円 → (R5) ６，８２３千円 

事業概要：山岳遭難発生時の捜索救助活動に必要となる装備資機材を整備するほか、警察官の捜

索救助技術の練度向上を図ります。 

 

⑦（一部新）サイバー犯罪対処能力向上事業 

（第９款 警察費 第２項 警察活動費 ２ 刑事警察費） 

予算額：(R4) ５，７１４千円 → (R5) ２７，１５７千円 

事業概要：サイバー犯罪捜査に精通した人材を育成するため、演習環境の高度化を図るほか、電

磁的記録の解析の困難化に対応するため、新たな資機材の整備を図るなど、サイバー

犯罪への対処能力向上に向けた取組を推進します。 

 

⑧地域安全活動推進事業 

（第９款 警察費 第２項 警察活動費 ２ 刑事警察費） 

予算額：(R4) ５，２５４千円 → (R5) ５，５３３千円 

事業概要：犯罪の起きにくい社会を実現するため、防犯ボランティア団体への支援を通じた活動

の活性化を図るとともに、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。 

 

57



⑨（一部新）特殊詐欺被害防止対策事業 

（第９款 警察費 第２項 警察活動費 ２ 刑事警察費） 

予算額：(R4) ８９９千円 → (R5) ８，９２１千円 

事業概要：特殊詐欺被害防止イベント等による県民の警戒心・抵抗力を向上させる防犯指導、広

報啓発を推進するとともに、自動通話録音警告機の有効性を周知し、被害防止に有効

な機器の設置促進を図ります。 

 

⑩（新）不法投棄防止対策事業 

（第９款 警察費 第２項 警察活動費 ２ 刑事警察費） 

予算額：(R4) － 千円 → (R5) ９，８２０千円 

事業概要：ドローン等の装備資機材を整備し、悪質な不法投棄事案の早期検挙に取り組むほか、

関係機関と連携した広報啓発活動を推進するなど、不法投棄防止に向けた取組を推進

します。 

 

⑪（新）テロ等対策事業(Ｇ７三重・伊勢志摩交通大臣会合開催に伴う警備) 

（第９款 警察費 第２項 警察活動費 ２ 刑事警察費） 

予算額：(R4) － 千円 → (R5) ３０，８７５千円 

事業概要：Ｇ７三重・伊勢志摩交通大臣会合の開催を控え、テロの未然防止を図るため、県民

の皆さんの理解と協力の下、官民一体となった各種テロ対策の強化に向けた取組を推

進します。 

 

 

 

⑫安全安心まちづくり事業 

（第２款 総務費 第５項 生活文化費 １ 生活対策費） 

予算額：(R4) ６２３千円 → (R5) ５６０千円 

事業概要：「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」に基づき、県民の

皆さんや事業者等さまざまな主体と協働しながら、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。また、県民の体感治安向上に向け、防犯活動

の「見える化」に取り組みます。 

 

⑬犯罪被害者等支援事業 

（第２款 総務費 第５項 生活文化費 １ 生活対策費） 

予算額：(R4) ７，２５４千円 → (R5) ６，４２８千円 

事業概要：「三重県犯罪被害者等支援推進計画」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。 

 

環境生活部 

58



 

59



施策３－２  

 

 

 

【主担当部局：環境生活部】 

施策の目標 

（めざす姿） 

県民の皆さんの交通安全に対する理解が一層深まるよう、さまざまな主体と連携した交通安全教育

や啓発活動が進むとともに、交通事故死者数や飲酒運転事故件数の減少に向けて、積極的な交通指導

取締りや「三重県飲酒運転０（ゼロ）をめざす条例」に基づく取組、先進安全自動車の導入、交通環

境の改善が図られています。 

（課題の概要） 

高齢化の進展に伴い、高齢運転者が当事者となる交通事故が増加するほか、生活道路や通学路等に

おける交通事故の増加や飲酒運転による事故の発生が懸念されています。また、先進安全技術の進展

や次世代モビリティの登場などにより、多様な交通主体全てが安全かつ快適に通行できる交通ルール

の徹底が求められています。 

 

現状と課題 

①関係機関・団体等との連携した取組により、県内の交通事故死者数は長期的には減少傾向が続き、

令和３年は、統計が残る昭和 29年以降最少（62人）となったものの、未だに多くの尊い命が奪わ

れていることから、交通事故実態に基づく効果的な対策を推進していく必要があります。 

 

②本県では、交通事故死者に占める高齢者や交通弱者（歩行者、自転車乗用中）の割合が高い傾向が

続いています。また、次代を担う子どもを交通事故から守ることは社会的要請であることから、世

代に応じた教育、啓発を実施するとともに、交通弱者に対しては、自らの身を守るために、基本的

な交通ルールの周知を図っていく必要があります。 

 

③飲酒運転事故件数は、「三重県飲酒運転０（ゼロ）をめざす条例」施行以降、関係者の連携した取

組により、確実に減少し、令和３年は過去最少（28 件）となりましたが、未だ飲酒運転の根絶に

は至っていないため、「飲酒運転はしない、させない、許さない」という規範意識の定着を図ると

ともに、飲酒運転違反者のアルコール依存症に関する受診の促進を図り、再発防止に努めていく必

要があります。 

 

④交通安全施設等の老朽化が課題となっています。更新が不十分な状態では、信号機の誤作動や道路

標識の倒壊、道路標示が摩耗して視認性が低下するなど、交通規制を担保することもできず、道路

利用者の安全を確保することができません。このような状況をふまえ、交通安全施設等の計画的な

更新整備を行う必要があります。 

 

⑤下校途中の子どもが被害者となる交通死亡事故が県内で発生しました。悲惨な交通事故を抑止する

ため、交通指導取締りや、道路交通環境の整備を速やかに実施する必要があります。 

 

 

 

交通安全対策の推進 
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令和５年度の取組方向 

 

①県民の交通安全意識の高揚を図り、「交通安全」を自らの問題としてとらえることができるよう、

四季の交通安全運動等において、交通事故実態等に基づき設定する運動の重点を中心にした取組等

を、関係機関・団体と連携し推進します。 

 

②「三重県交通安全条例」で定める自転車損害賠償保険等の加入義務化について、引き続き関係機関・

団体と連携した広報啓発を実施するとともに、自転車事故防止の観点からスケアード・ストレイト

方式（スタントマンを使った疑似交通事故により、交通ルールを遵守することの大切さを体感させ

る）の視覚に訴えかける教育手法を取り入れることで、自転車の交通ルール遵守の徹底を図ります。 

 

③先進安全自動車等の乗車体験会を開催し、その機能は安全運転を支援するものであり、有効性とと

もに機能には限界があることも理解いただくなど普及啓発を図り、高齢運転者の交通事故防止につ

なげます。また、「運転免許証自主返納サポートみえ」の事業の周知と充実を図り、運転免許証を

返納しやすい環境を構築します。 

 

④県交通安全研修センターにおいて、子どもから高齢者まで幅広い県民の皆さんを対象に、施設、設

備の強みを生かした参加・体験・実践型の交通安全教育に取り組みます。また、地域や職域で活動

する交通安全教育指導者の育成なども実施します。 

 

⑤飲酒運転根絶には規範意識の定着と再発防止のための取組が重要であることから、「第３次三重県

飲酒運転０（ゼロ）をめざす基本計画」に基づき、関係機関・団体と連携して啓発や教育に取り組

むとともに、飲酒運転とアルコール問題相談窓口における相談への対応等により、アルコール依存

症に関する受診のさらなる促進を図ります。 

 

 

⑥道路利用者の安全を確保するため、横断歩道をはじめとする道路標示の塗り替えや、老朽化した信

号制御機、道路標識の更新を行うなど交通安全施設等の適正な管理に取り組みます。また、道路交

通環境の変化等により実態に合わなくなった交通規制の見直しにも取り組みます。 

 

⑦子どもを悲惨な交通事故から守るため、通学路を中心に、移動オービスによる交通指導取締りの強

化や歩行者用信号灯器の増灯に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境生活部 

警察本部 
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KPI（重要業績評価指標） 

 
 令和３年度 ４年度 ５年度 ８年度 

項目 
（項目の説明） 

 目標値 目標値 目標値 
現状値 実績値 実績値 実績値 

交通事故死者数 

(交通事故発生から 24時間以内の死

者数) 

 60人以下 58人以下 53人以下 

62人 － － － 

飲酒運転事故件数 

（飲酒運転による人身事故件数） 

 25件以下 23件以下 16件以下 

28件 － － － 

横断歩道の平均停止率 

（信号機のない横断歩道を人が渡ろ

うとしたときの自動車の停止する割

合） 

 50％以上 60％以上 85％以上 

45.8％ － － － 

 

主な事業 

 

①交通安全企画調整事業 

（第２款 総務費 第５項 生活文化費 ２ 交通安全対策費） 

予算額：(R4) １，４６５千円 → (R5) １，２３７千円 

事業概要：「第 11次三重県交通安全計画」に基づき、市町や関係機関・団体と連絡調整を図りな

がら交通安全対策を推進するとともに、「三重県交通安全条例」について、Ｗｅｂ広

告等を活用して効果的・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。 

 

②交通安全運動推進事業 

（第２款 総務費 第５項 生活文化費 ２ 交通安全対策費） 

予算額：(R4) ５，１３８千円 → (R5) ５，１５３千円 

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間を通じた交通安全啓

発活動（交通安全イベントの開催、ラジオによる広報など）を行い、交通事故防止の

徹底に向けた取組を推進します。 

 

③交通弱者の交通事故防止事業 

（第２款 総務費 第５項 生活文化費 ２ 交通安全対策費） 

予算額：(R4) １，８０１千円 → (R5) １，６２８千円 

事業概要：交通事故を自らの問題としてとらえられるよう、特に高齢者や自転車利用者等の交通

弱者を対象に、スケアード・ストレイト方式を取り入れた参加・体験・実践型の啓発

等を実施します。また、「運転免許証自主返納サポートみえ」の周知と充実を図り、

運転免許証を返納しやすい環境を構築します。 

 

環境生活部 
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④交通安全研修センター管理運営事業 

（第２款 総務費 第５項 生活文化費 ２ 交通安全対策費） 

予算額：(R4) ３９，３５５千円 → (R5) ４４，６３４千円 

事業概要：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の皆さんを対象に

した参加・体験・実践型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。 

 

⑤飲酒運転０
ゼロ

をめざす推進運動事業 

（第２款 総務費 第５項 生活文化費 ２ 交通安全対策費） 

予算額：(R4) ３，３１４千円 → (R5) ３，１９６千円 

事業概要：「第３次三重県飲酒運転０(ゼロ)をめざす基本計画」をふまえ、飲酒運転の根絶に関

する教育および知識の普及・啓発を行います。また、飲酒運転違反者に対して、アル

コール依存症に関する受診義務の通知、勧告、再勧告を行うとともに、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。 

 

 

⑥交通安全施設整備事業 

（第９款 警察費 第２項 警察活動費 ４ 交通安全施設整備費） 

予算額：(R4) １，８６１，８１４千円 → (R5) １，７７３，８９２千円 

      （１，８７５，５８０千円 → １，８２７，０６２千円 ※１月補正含みベース） 

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の更新・整備を

行います。また、子どもが安全に通学できるよう、通学路等に歩行者用信号灯器を増

灯します。 

 

⑦速度違反自動取締装置維持管理事業（子どもを守る緊急通学路対策事業） 

（第９款 警察費 第２項 警察活動費 ３ 交通指導取締費） 

予算額：(R4) － 千円 → (R5) ３６，３００千円 

事業概要：子どもを悲惨な交通事故から守るため、通学路を中心に、移動オービスによる交通指

導取締りを強化します。 

 

警察本部 
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施策３－３  

 

 

 

【主担当部局：環境生活部】 

施策の目標 

（めざす姿） 

県民の皆さんが消費生活に関する正しい知識を得て、商品やサービスを自主的かつ合理的に選択・

利用できるよう、若年者や高齢者等の世代に応じた消費者教育や啓発の取組が充実しています。また、

トラブルに遭った場合でも、誰もが利用しやすい消費生活相談体制の構築が進んでいます。 

（課題の概要） 

デジタル化の進展やそれに伴う電子商取引の拡大、「民法」の成年年齢の引下げなど消費者を取り

巻く社会環境の変化により、若年者・高齢者をはじめあらゆる世代において消費者トラブルの未然防

止・拡大防止が求められています。 

 

現状と課題 

①高度情報通信社会の進展や新技術を活用した新たなビジネスの登場、新型コロナウイルス感染症の

感染拡大などにより、消費者を取り巻く社会環境は大きく変化しています。こうした中、広くあら

ゆる世代の消費者トラブルを未然防止・拡大防止するため、多様な手法による啓発活動や消費者教

育を実施していくことが求められます。とりわけ、令和４年４月からの「民法」の成年年齢引下げ

においては、若い世代がインターネット上のトラブルや、安易な儲け話に騙されるなどの消費者被

害に遭うことがないよう、教育を適切に実施する必要があります。また、消費生活相談件数に占め

る割合が４割程度と依然として高い 60 歳以上の高齢者はもとより、年代を問わず巻き込まれやす

い、霊感商法等の悪質商法に関する問題点など、消費者の課題を的確にとらえ、タイムリーな情報

提供、注意喚起を行っていく必要があります。 

 

②持続可能な社会の形成に寄与するため、人や社会、地域、環境に配慮した消費行動であるエシカル

消費の普及・啓発に取り組み、消費者の認知度と意識を高めて、その実践につなげていく必要があ

ります。 

 

③県消費生活センターおよび市町消費生活相談窓口における年間の消費生活相談件数は、合計１万件

程度で推移していますが、住民に身近な市町における相談割合は増加傾向にあります。複雑化・多

様化する消費生活相談に的確に対応するため、県消費生活センターが、県内消費者行政の中核セン

ターとしての役割を継続して発揮するとともに、市町における相談体制等の充実に向けた取組を支

援していく必要があります。この役割を果たすため、県消費生活センターの相談機能の充実や消費

生活相談員の資質向上、専門性の向上に取り組む必要があります。 

 

④不適正な取引行為等の排除と健全な市場の形成のため、関係機関等と連携して事業者の監視・指導

を行うほか、事業者における自主的な取組を支援していく必要があります。 

 

 

 

 

消費生活の安全確保 
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令和５年度の取組方向 

①国や市町、教育機関、消費者団体、事業者団体等のさまざまな主体との連携を強め、消費者トラブ

ルの未然防止、拡大防止に向けた取組を推進します。特に若年者や高齢者を対象とした出前講座等

を実施するとともに、ＳＮＳを含む多様な情報媒体を活用するなど、子どもから高齢者まで各世代

の特性に適した方法で啓発活動や消費者教育を実施します。 

 

②エシカル消費に対する理解が深まり、消費者の行動変容につながるよう、さまざまな媒体を通じて

情報発信に努めるとともに、教育機関等と連携し若年者への普及啓発を行います。 

 

③市町の消費生活相談員等を対象とした研修を実施するとともに、「消費者啓発地域リーダー」を養

成することで、地域における自主的な啓発活動や見守り活動を推進します。あわせて、市町に対し、

相談体制の充実や消費者啓発等の推進に向けた国交付金の活用のほか、広域連携も含めた消費生活

センターの設置等について働きかけを行います。また、県内消費者行政の中核センターとして県消

費生活センターに消費生活相談員を適正に配置し、研修等の機会を提供することでその資質向上を

図り、県民の皆さんからの相談に迅速かつ的確に対応するとともに、市町の消費生活相談を支援し

ます。 

 

④国、近隣県、警察、関係機関、関係部局等と連携して「悪質な商取引」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、事業者への個別の助言やコンプラ

イアンス研修の実施などにより、適正な商取引や商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。 

 

KPI（重要業績評価指標） 

 
 令和３年度 ４年度 ５年度 ８年度 

項目 
（項目の説明） 

 目標値 目標値 目標値 
現状値 実績値 実績値 実績値 

消費生活トラブルに遭ったときに消

費生活相談を利用するとした人の割

合 

（消費生活トラブルに遭ったときに

消費生活センターや市町の消費生活

相談窓口を利用するとした人の割合） 

 79.3％ 80.3％ 83.3％ 

78.3％ － － － 

消費生活相談においてあっせんによ

り消費者トラブルが解決した割合 

（消費生活相談において、「三重県消

費生活センター」があっせんを行っ

た相談のうち、消費者トラブルが解

決した割合） 

 92.0％以上 92.0％以上 92.0％以上 

88.9％ － － － 

講習等の実施学校数（累計） 
（若年者教育事業として出前講座な
どの講習等を実施した学校数（累
計）） 

 47校 78校 170校 

15校 － － － 
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主な事業 

①消費者啓発事業 

（第２款 総務費 第５項 生活文化費 ７ 消費生活事業費） 

予算額：(R4) ２０，５５６千円 → (R5) ２０，０７３千円 

事業概要：消費者トラブルの未然防止、拡大防止に向けて、成年年齢引下げや霊感商法等の悪質商法

対策等消費者の関心が高いテーマを中心に、若年者や高齢者を対象とした「消費生活出前

講座」等の開催や、さまざまな媒体の活用による情報提供など、各世代に応じた方法によ

る消費者啓発・消費者教育を実施します。また、人や社会、地域、環境に配慮した消費

行動であるエシカル消費の意識の定着を図るため、さまざまな媒体の活用やセミナー等を

実施するとともに、教育機関等と連携し、若年者への普及啓発に取り組みます。 

 

②消費者行政推進事業 

（第２款 総務費 第５項 生活文化費 ７ 消費生活事業費） 

予算額：(R4) ２０，５９９千円 → (R5) １５，５８８千円 

事業概要：県、市町の相談員等を対象とした研修会を開催し、消費生活相談員の資質向上を図ると

ともに、弁護士等の活用により県・市町の消費生活センター等の専門性を確保し、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の新規養成やフォ  

ローアップを実施し、地域における啓発活動や見守り活動を促進するとともに、国交付金

の活用等により市町における消費者行政の推進を支援します。 

 

③相談対応強化事業 

（第２款 総務費 第５項 生活文化費 ７ 消費生活事業費） 

予算額：(R4) ２４，３９２千円 → (R5) ２５，２８６千円 

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、研修の受講によりその資質向

上を図り、県民からの相談に迅速かつ適正に対応します。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。 

 

④事業者指導事業 

（第２款 総務費 第５項 生活文化費 ７ 消費生活事業費） 

予算額：(R4) ６，１６８千円 → (R5) ６，３３７千円 

事業概要：適正な商取引、商品表示等が行われるよう、不当商取引指導専門員を配置し、事業者に

対して監視・指導を行うとともに、広域的に活動する悪質な事業者に対しては、国、近隣

県等関係機関と連携し、実効性のある事業者指導を行います。また、事業者面談や事前相

談を通じて、適正な商取引や商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。 
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施策３－４  

 

 

 

【主担当部局：医療保健部】 

施策の目標 

（めざす姿） 

安全で安心な食品が供給されるよう、農水産物の生産や食品の製造・加工・流通から消費に至る全

ての過程における監視指導等、関係者の意識の向上の取組、積極的な情報発信等が行われています。 

医薬品等を安心して使用できるよう、その品質が高い水準で維持されているとともに、必要な量が

安定して供給されています。また、若年層の献血が進むことで、血液製剤が将来にわたり安定して供

給されています。 

人と動物が安全・快適に共生できる社会が実現するよう、ペットに関する防災対策をはじめ、動物

愛護管理にかかる取組が、さまざまな主体との連携により進められています。 

（課題の概要） 

県民の食の安全・安心への関心が高まり、これまで以上に食の安全・安心を確保することが求めら

れています。 

医療制度や国際的な製造管理にかかる動向の変化により、医薬品製造業者等には、これまで以上に

高い水準の品質確保が求められています。また、少子高齢化が進む中、長期保存ができない血液製剤

を安定的に供給する必要があります。 

犬・猫の殺処分ゼロに向けた取組が着実に進展する中、災害発生時等の危機管理対応や地域におけ

る動物に起因する問題についての理解は十分とは言えない状況です。 

 

現状と課題 

 ①「三重県食品監視指導計画」に基づき、食品による健康被害の防止等のため監視指導を実施すると

ともに、食品中の残留農薬や微生物等についても検査を実施し、衛生基準等に不適合があった場合

は、食品事業者に対して改善するよう指導しています。また、食肉の安全性を確保するため、と畜

検査・食鳥検査を全頭（羽）実施しています。引き続き、食品による危害発生のリスクの低減を図

るため、監視指導および検査を実施する必要があります。 

 

 ②（一社）三重県食品衛生協会と連携し、食品事業者が食品衛生法改正に伴う制度変更やＨＡＣＣＰ

に沿った衛生管理に適切に対応できるよう相談に応じています。引き続き、全ての食品事業者が新

たな許可・届出制度やＨＡＣＣＰに沿った衛生管理に対応できるよう支援を行う必要があります。 

 

 ③食の安全を確保し、消費者の求める食品の選択に資するため、食品表示法に基づく正しい表示が行

われるよう普及啓発を行うとともに、食品事業者等に対して食品表示に関する監視指導を行ってい

ます。引き続き、食品表示の適正化を図るため、監視指導を実施する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

食の安全・安心と暮らしの衛生の確保 
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 ④「三重県食の安全・安心の確保に関する条例」に基づき、有識者による食の安全・安心の確保に向

けた施策に関する検討会議を開催するとともに、米穀取扱事業者に対する監視指導、食品事業者の

コンプライアンス意識の向上に向けた研修会の開催等や県民の皆さんへの食の安全・安心に関する

正確でわかりやすい情報の提供に努めています。引き続き、食品事業者を対象にした研修会などを

通じて関係法令等の遵守・徹底やコンプライアンス意識の向上を図るとともに、消費者が食の安

全・安心に関する正しい知識を得て理解を深め、安全な食品を求めることができるよう積極的に情

報提供する必要があります。 

 

 ⑤「三重県農畜水産物安全確保監視指導計画」に基づき、農薬、肥料、動物・水産用医薬品、飼料等

が適正に販売および使用されるよう、生産者や販売事業者に対して、監視を行うとともに、不備事

項があった場合には、改善に向けた指導を行っています。また、県内の卸売市場に対しては、公正

な取引の実施や物品の品質管理の高度化に向け、監視・指導を行うとともに、市場の適切な運営に

向けた情報提供や助言などの支援に取り組んでいます。引き続き、県民に安全で安心な農畜水産物

を供給していくため、県内卸売市場の事業者に対する効果的な監視・指導を行うとともに、市場の

適切な運営を図る必要があります。 

 

 ⑥医薬品製造業者や薬局・販売業者等に対する監視指導や医薬品等の検査を実施するとともに、県民

の皆さんへの医薬品等に関する正しい知識の啓発に取り組んでいます。引き続き、医薬品製造業者

等の監視指導や県民の皆さんへの啓発等を行う必要があります。 

 

⑦ボランティア団体や関係機関等と連携して、献血意識の向上に取り組むとともに、骨髄バンクの普

及啓発や骨髄提供しやすい環境づくり等に取り組んでいます。将来にわたり献血や骨髄バンクに対

する協力者を確保するため、特に若年層に対する啓発に引き続き取り組む必要があります。 

 

 ⑧「第３次三重県動物愛護管理推進計画」に基づき、（公社）三重県獣医師会やボランティア団体等

と連携し、犬猫の譲渡事業や動物愛護教室による普及啓発活動、クラウドファンディング等を活用

した猫の不妊・去勢手術、子猫の育成、災害時の動物救護に係る体制整備等を行っています。引き

続き殺処分数ゼロに向けた取組等を推進していく必要があります。 

 

 ⑨警察本部、教育委員会等の関係機関で構成する「三重県薬物乱用対策推進本部」を活用し、薬物乱

用防止に関する啓発、立入検査、再乱用防止に取り組んでいます。引き続き、関係機関と連携し、

大麻等の薬物乱用防止対策に取り組む必要があります。  

 

 ⑩生活衛生営業施設等に対する監視指導や、営業者に対する衛生管理講習会等を行っています。施設

における衛生確保を図るため、引き続き、監視指導等に取り組む必要があります。 

  

令和５年度の取組方向 

 

①「三重県食品監視指導計画」に基づき、引き続き食品による健康被害の防止等のための監視指導を

実施します。また、食肉の安全性を確保するため、と畜検査・食鳥検査を全頭（羽）実施します。 

 

 

医療保健部 

69



②食品事業者において、改正食品衛生法に基づく新たな許可・届出制度への対応が適切にできるよう

周知、支援を行うとともに、ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理が適切に運用できるよう食品事業者自ら

が行う衛生管理計画の作成・運用について支援を行います。 

 

③食の安全を確保し、消費者の求める食品の選択に資するため、食品表示法に基づき、引き続き食品

表示の適正化のための監視指導を実施します。 

 

④医薬品等の安全確保のため、医薬品製造業者等の監視指導や製品検査を実施し、製造業者等の品質

管理に関する技能の向上を図るとともに、医薬品等を使用する側の県民の皆さんに対して医薬品の

副作用等に関する正しい知識の啓発に取り組みます。 

 

⑤安定した血液供給の維持や骨髄バンクの円滑な運用に向け、ボランティア団体等と連携し、特に若

年層を対象とした啓発に取り組みます。また、ドナー休暇制度の導入促進や、市町に対して「三重

県骨髄等移植ドナー助成事業補助金」の活用を促すなど、骨髄提供しやすい環境づくりを推進しま

す。 

 

⑥「第３次三重県動物愛護管理推進計画」に基づき、引き続き三重県動物愛護推進センター「あすま

いる」を拠点とし、関係団体等さまざまな主体との協創により、犬猫の譲渡事業やクラウドファン

ディング等を活用した猫の不妊・去勢手術、子猫の育成等の殺処分数ゼロに向けた取組を進めます。

また、終生飼養等の普及啓発や災害時における同行避難等のペットに関する防災対策の取組を進め

ます。 

 

⑦薬物乱用防止対策の推進は、関係機関が連携して取組を進めていくことが重要であることから、引

き続き、「三重県薬物乱用対策推進本部」等を活用し、計画的な啓発、取締りや再乱用防止等を実施

することにより、大麻等の薬物乱用防止に取り組みます。 

 

⑧生活衛生営業施設等における衛生確保を図るため、施設の監視指導等を行うとともに、（公財）三重

県生活衛生営業指導センターと連携して自主的な衛生管理の推進を図ります。 

 

         

⑨「三重県食の安全・安心確保のための検討会議」における委員の意見をふまえながら、食の安全・

安心確保のための施策を進めます。また、食に対する県民の信頼確保を図るため、研修会の開催や

関係法令等に関する情報の提供などを通じて、食品事業者に対するコンプライアンスの徹底を図る

とともに、出前トークやＷｅｂの活用など多様な方法を活用して消費者等への正確でわかりやすい

情報提供に努めます。 

 

⑩安全・安心な農畜水産物の安定的な供給に向け、農薬、肥料、動物･水産用医薬品、飼料等が適正に

生産・販売および使用されるよう、関係事業者に対する効果的な監視・指導に取り組みます。また、

県内卸売市場における公正な取引の実施や物品の品質管理の高度化に向け、監視・指導を行うとと

もに、市場の適切な運営に向け、情報提供や助言などの支援に取り組みます。 
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KPI（重要業績評価指標） 

 

 令和３年度 ４年度 ５年度 ８年度 
項目 

（項目の説明） 
 目標値 目標値 目標値 

現状値 実績値 実績値 実績値 

ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理を適切

に運用している施設の割合 

（監視等を実施した施設のうち、一

般衛生管理に加えＨＡＣＣＰに沿っ

た衛生管理が適切に運用されている

ことを確認した施設（不適切であっ

たが指導等により改善したものを含

む）の割合） 

 100％ 100％ 100％ 

100％ － － － 

県内で献血を行った 10代の人数 

（将来にわたり安定的な血液製剤の

供給に寄与する 10代の県内献血者

数） 

 2,000人 2,100人 2,400人 

1,839人 － － － 

ペットに関する防災対策を行ってい

る人の割合 

（飼い主に対するアンケート調査に

おいて、ペットに関する防災対策と

して、同行避難に向けたしつけ、餌

の備蓄、所有者明示等を行っている

と回答した割合） 

 48.0％ 52.0％ 64.0％ 

44.9％ － － － 

薬物乱用防止に関する講習会等を実

施した県内小学校の数 

（講習会等により、薬物乱用防止に

関する意識の向上を図った県内小学

校の数） 

 160校 160校 160校 

135校 － － － 

 

主な事業 

 

①食の安全総合監視指導事業費 

 （第４款 衛生費 第２項 環境衛生費 １ 食品衛生指導費） 

 予算額：（R4） ９８，８２１千円 → （R5） １００，５５１千円 

 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」に基づき、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。

引き続き、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、新たな営業許可・届出制度に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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②薬事審査指導費 

 （第４款 衛生費 第４項 医薬費 ４ 薬務費） 

 予算額：（R4） １６，４２５千円 → （R5） ３８，３８０千円 

 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監視等を行うとともに、県民に

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。また、特定の

化学物質を含む家庭用品の試買検査について、法令改正に対応するため、分析機器を更

新し、より精度の高い分析を行います。 

 

③薬事経済調査費 

 （第４款 衛生費 第４項 医薬費 ４ 薬務費） 

 予算額：（R4） ５，５９７千円 → （R5） 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

の品質確保を進めます。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。 

 

④血液事業推進費 

 （第４款 衛生費 第４項 医薬費 ４ 薬務費） 

 予算額：（R4）  ２，４２４千円 → （R5） ２，３７９千円 

 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

を推進し、献血者の確保に取り組みます。また、医療機関における血液製剤使用の適正

化を図ります。 

 

⑤骨髄バンク事業 

 （第４款 衛生費 第４項 医薬費 ４ 薬務費） 

 予算額：（R4）  １，１０９千円 → （R5） １，１１０千円 

 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

ー、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バンクに関する正

しい知識の普及啓発やドナ－の確保に取り組むとともに、「三重県骨髄等移植ドナー助

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。 

 

⑥動物愛護管理推進事業 

 （第４款 衛生費 第１項 公衆衛生費 ３ 予防費） 

 予算額：（R4） １２２，６３１千円 → （R5） １２５，１７５千円 

 事業概要：三重県動物愛護推進センター「あすまいる」を拠点として、「動物愛護の絵・ポスター

展」等、関係団体等と連携した動物愛護週間行事等の普及啓発をはじめ、クラウドファ

ンディングを活用した飼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を進めます。また、災害時におけるペットとの同行避難

や避難用品の備蓄等に関する啓発の実施により、ペットの防災対策に対する県民の意識

向上を図ります。 
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⑦薬物乱用防止対策事業 

 （第４款 衛生費 第４項 医薬費 ４ 薬務費） 

 予算額：（R4） ９，３９０千円 → （R5） １１，０６８千円 

 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防止に

取り組みます。 

 

⑧生活衛生関係営業指導費 

 （第４款 衛生費 第２項 環境衛生費 ２ 環境衛生指導費） 

 予算額：（R4） ３１，４１０千円 → （R5） ３２，８６５千円 

  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、施設における健康被害の発生等の防 

止に取り組みます。また、三重県生活衛生営業指導センターとの連携により、生活衛生

営業施設における自主的な衛生管理を推進し、衛生水準の向上を図ります。 

 

         

⑨食の安全・安心確保推進事業 

 （第６款 農林水産業費 第１項 農業費 １ 農業総務費） 

 予算額：(R4) １，１３０千円 → (R5) １，７２５千円 

 事業概要：「食の安全・安心が確保された三重県」を実現するため、条例および基本方針に基づく

施策を総合的に推進するとともに、米トレーサビリティ法等に係る監視指導等に取り組

みます。また、消費者が食の安全・安心に関する正しい知識と理解を深め、適切に判断

し、食品を選択できるよう情報提供の充実を図ります。 

 

⑩卸売市場流通対策事業（卸売市場調査指導監督事業） 

 （第６款 農林水産業費 第１項 農業費 ６ 農作物対策費） 

 予算額：(R4) ２，２７６千円 → (R5) ２，４７０千円 

 事業概要：県内卸売市場における公正な取引の実施や物品の品質管理の高度化に向け、監視・指導

に取り組みます。また、県内卸売市場の適切な運営に向け、情報提供等の支援を進めま

す。 

 

⑪食肉センター流通対策事業 

 （第６款 農林水産業費 第２項 畜産業費 １ 畜産振興費） 

 予算額：(R4) ７９，３６１千円 → (R5) ８７，５２０千円 

 事業概要：食肉の安定的な流通を確保するため、県内の基幹食肉処理施設である四日市市食肉セン

ターと松阪食肉流通センターの経営安定に向けた支援に取り組むとともに、関係市町や

食肉事業者等と連携し、食肉センターの将来的な施設のあり方について検討を進めます。 

農林水産部 
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施策４－１  

 

 

 

【主担当部局：環境生活部環境共生局】 

施策の目標 

（めざす姿） 

環境への負荷が少ない持続可能な脱炭素社会の実現に向けて、2050年までに県域からの温室効果ガ

スの排出実質ゼロをめざす「ミッションゼロ 2050 みえ」の推進などを通じて、県民一人ひとりや事

業者等のさまざまな主体による環境配慮や環境経営、地球温暖化の緩和、気候変動影響への適応など

の取組が進んでいます。 

（課題の概要） 

脱炭素社会の実現に向けた国内外の動きが加速する一方で、大規模な陸上風力発電や太陽光発電な

どの開発の適地が減少することにより、再生可能エネルギーの導入が鈍化するほか、自然豊かな地域

や集落に近い場所での開発が進むことにより、自然環境や生活環境への影響が懸念されています。 

 

現状と課題 

①国は、令和 12(2030)年度の温室効果ガス排出量を平成 25(2013)年度比で 46％削減することをめざ

し、さらに 50％削減に向けて挑戦し続けることを表明するなど、脱炭素社会の実現に向けた動きを

加速しています。県においても「三重県地球温暖化対策総合計画」を改定するとともに、2050年ま

でに県域からの温室効果ガスの排出実質ゼロをめざす「ミッションゼロ 2050みえ」の推進により、

脱炭素の取組をさらに促進していく必要があります。 

 

②本県の温室効果ガス排出量は、事業活動に伴う割合が高く、県域の温室効果ガス排出量削減のため

には、事業者によるさらなる自主的な取組を促す必要があります。 

 

③太陽光発電等による再生可能エネルギーの地産地消を促進し、地域の脱炭素化とあわせ地域課題の

解決にもつながる取組を進める必要があります。 

 

④国の行政部門における温室効果ガス排出削減目標が令和 12(2030)年度までに平成 25(2013)年度比

で 50％削減することとされ、再生可能エネルギーの活用について最大限取り組むことなどが示され

ました。県においても再生可能エネルギーの導入等の取組を進め、地域の温室効果ガス削減対策の

モデルとして取り組んでいく必要があります。 

 

⑤温室効果ガスの排出削減等を行う地球温暖化の「緩和」だけでなく、既にあらわれている気候変動

の影響や中長期的に避けられない影響を回避・軽減する「適応」の取組を進める必要があります。 

 

⑥地球環境の持続可能性に対する国際的な危機感が高まっていることから、環境への負荷が少ない持

続可能な社会の実現に向けて、さまざまな主体が連携して環境に係る課題の解決に取り組むととも

に、環境学習・環境教育の充実が求められています。 

脱炭素社会の実現 
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⑦大規模な開発事業等の実施にあたっては、環境影響の回避や低減等の環境保全措置を講じるなど、

適切な環境配慮が求められています。 

 

令和５年度の取組方向 

①令和４年度に改定する「三重県地球温暖化対策総合計画」に基づき、脱炭素社会の実現に向け事業

者等と連携した取組を進めていきます。また、「三重県地球温暖化防止活動推進センター」等と連

携し、家庭における省エネの取組、電気自動車等や省エネ住宅の普及、エコ通勤等、脱炭素につな

がるライフスタイルへの転換を促進します。 

 

②「三重県地球温暖化対策推進条例」に基づき温室効果ガスの排出量が相当程度多い工場等が提出す

る「地球温暖化対策計画書」の進捗状況等について実地に調査し、効果的な脱炭素の取組の情報提

供や国の温室効果ガス削減に資する補助金の活用を促すことなどにより、事業者の脱炭素の取組を

促進します。 

 

③住宅等における太陽光発電設備の設置を促進し、家庭等で使用されるエネルギーの脱炭素化を進め

ます。また、脱炭素に意欲的な企業と住民、行政等の関係者が連携して地域で必要とされる再生可

能エネルギーの創出と利用を促進することで、地域課題の解決にも資する脱炭素の取組を進めます。 

 

④県有施設への再生可能エネルギーの導入を進めるために、初期投資が不要なＰＰＡ(電力販売契約)

を活用した太陽光発電設備の導入モデル事業を実施します。また、公用車への電気自動車の導入と

併せて再エネ電力によるゼロカーボンドライブを推進します。 

 

⑤「三重県気候変動適応センター」と連携し、地球温暖化による本県の気候変動影響や適応策につい

て情報収集および分析を行い、県民の皆さんの気候変動に対する理解を深めるために情報発信を進

めます。 

 

⑥ＥＳＤ（持続可能な開発のための教育）の考え方をベースに、県環境学習情報センター等において、

環境学習・環境教育を推進し、持続可能な社会の実現に向け自ら行動する人づくりを進めます。 

 

⑦環境に与える負荷を低減し、持続可能な社会を構築していくため、環境に著しい影響を及ぼすおそ

れのある事業が、環境の保全に十分に配慮して行われるように環境影響評価等の取組を進めます。
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KPI（重要業績評価指標） 

令和３年度 ４年度 ５年度 ８年度 
項目 

（項目の説明） 
目標値 目標値 目標値 

現状値 実績値 実績値 実績値 

県域からの温室効果ガス排出量（千

t-CO２）

（県民、事業者等の活動により排出

される温室効果ガス量から森林等に

よる吸収量を除いた県域における温

室効果ガス排出量）

23,146 
千 t-CO2 

(２年度排出量)

22,376 
千 t-CO2 

(３年度排出量)

20,066 
千 t-CO2 

(６年度排出量) 

23,916 
千 t-CO2 

(元年度排出量) 

－ － － 

脱炭素社会に向け、県と連携した取

組を新たに実施する事業所数（累計） 

（県と連携して再生可能エネルギー

利用促進、脱炭素経営の促進、COOL 

CHOICEの推進等に取り組む事業所数

（累計）） 

60事業所 95事業所 200事業所 

19事業所 

（４年３月末現在） 
－ － － 

環境教育・環境学習講座等の受講者

数（累計） 

（環境学習情報センター等が実施す

る環境教育・環境学習講座等の受講

者数（累計）） 

15,000人 30,000人 75,000人 

17,561人 

（４年３月末現在） 
－ － － 

主な事業 

①（一部新）脱炭素社会推進事業

（第４款 衛生費 第６項 環境保全費 ３ 環境指導費）

予算額：(R4) ２９，５０３千円 → (R5) ３２，０５４千円

事業概要：「ミッションゼロ 2050みえ推進チーム」による県内産再生可能エネルギーの利用促進、

脱炭素経営の促進、ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥの推進の取組を進めます。また、地域住

民、事業者、市町等が連携し、脱炭素に向けた取組を通じた地域課題の解決を図るた

めに必要な調査、検討を行います。 

②（新）県有施設脱炭素化推進事業

（第４款 衛生費 第６項 環境保全費 ３ 環境指導費）

予算額：(R4) － 千円 →(R5) ２３４，３８０千円

事業概要：県の事業による温室効果ガス排出量を削減するため、県有施設への太陽光発電設備の

最大限導入に向けて、県庁舎等へＰＰＡ等を活用した太陽光発電設備の導入等を進め

ます。また、電気自動車の導入とあわせてソーラーカーポートと蓄電池を整備し、

使用電力の創エネ・蓄エネによるゼロカーボンドライブの推進を図ります。 
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③地球温暖化対策普及事業 

（第４款 衛生費 第６項 環境保全費 ３ 環境指導費） 

予算額：(R4) １１，６６１千円 → (R5) １４，９３０千円 

事業概要：「三重県地球温暖化対策総合計画（改定中）」を推進するため、県域からの温室効果ガ

ス排出量の算定や、「地球温暖化対策計画書」を策定する事業者にアドバイザーを派

遣し事業者の自主的な取組を促進します。また、気候変動やその影響について、気候

変動適応レポート等を作成し啓発することで、深刻化する気候変動の影響に対する理

解と適応の取組を促進します。 

 

④環境行動促進事業 

（第４款 衛生費 第６項 環境保全費 １ 環境総務費） 

予算額：(R4) ４，６２４千円 → (R5) ４，５９３千円 

事業概要：脱炭素社会づくりに向けた県民運動を促進するため、「三重県地球温暖化防止活動推

進センター」を拠点とした地球温暖化防止活動推進員による活動支援や学校、企業と

連携した啓発活動を通じて温室効果ガスの排出削減等に取り組みます。 

 

⑤環境学習情報センター運営事業 

（第４款 衛生費 第６項 環境保全費 １ 環境総務費） 

予算額：(R4) ３２，０６８千円 → (R5) ３２，０７０千円 

事業概要：環境教育・環境学習を推進するため、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の開催、指導者の育成、環境に関する情報提供等を行

います。 

 

⑥環境影響・公害審査事業 

（第４款 衛生費 第６項 環境保全費 １ 環境総務費） 

予算額：(R4) ９１４千円 → (R5) １，１３３千円 

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

配慮が行われるよう、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。 
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施策４－２  

 

 

 

【主担当部局：環境生活部環境共生局】 

施策の目標 

（めざす姿） 

持続可能な循環型社会の構築に向け、さまざまな主体による「３Ｒ＋Ｒ」の取組が定着し、事業者

による主体的な資源循環の取組が進み、循環関連産業の振興が図られるとともに、プラスチックごみ

対策や食品ロス削減といった社会的課題の解決に向けた取組が推進されています。また、廃棄物の適

正処理や不法投棄の未然防止に向けた取組が進み、廃棄物処理に対する県民の皆さんの安心感が高ま

っています。 

（課題の概要） 

国内外において資源制約が深刻化し、脱炭素社会の実現に向けた動きが加速する中、廃棄物を資源

ととらえた循環的利用の促進が一層求められる一方、技術面や採算性から新しい取組が十分に普及せ

ず、また原材料価格等の高騰もあり、企業活動や人びとの生活に影響が生じることが懸念されていま

す。 

 

現状と課題 

①県では持続可能な循環型社会の構築をめざし、令和３年３月に策定した「三重県循環型社会形成推

進計画」に基づき、廃棄物処理の安全・安心の確保を前提に、さまざまな主体との連携を一層強化

しつつ循環関連産業の振興による経済発展と社会的課題の解決の両立に向けた取組を進めていく

必要があります。 

 

②廃棄物の排出量と最終処分量は、県民の皆さん、事業者、行政等のさまざまな主体が連携した３Ｒ

（発生抑制、再使用、再生利用）の取組により一定削減が進んできているものの、近年は横ばい傾

向にあります。県民の皆さんや事業者の「３Ｒ＋Ｒ」に関する意識を高め、行動につなげてもらう

ため、一般廃棄物については、市町が導入したごみ分別アプリ等を活用し、減量化やリサイクルに

役立つ情報の発信を行うなど普及啓発を行っています。産業廃棄物については、産業廃棄物の発生

抑制等に係る研究や施設整備に対する支援を拡充するとともに、循環関連産業の人材育成、ＤＸの

推進等に取り組んでいます。今後、さらに産業廃棄物税を活用し、カーボンニュートラルに資する

循環関連産業の振興に向けた支援等を進める必要があります。 

 

③プラスチックごみ対策については、資源循環の高度化を図るため、新たに光学選別による混合プラ

スチック等のマテリアルリサイクルの実証事業を行うとともに、海洋プラスチック対策として、県

民の皆さんや事業者が楽しみながら取り組めるごみ拾いＳＮＳアプリを導入しました。また、食品

ロス削減については、令和３年７月から運用している三重県食品提供システム「みえ～る」の参加

企業・団体の拡大に取り組むとともに、売れ残りそうな食品の対策として、市町と連携し、フード

シェアリングサービスの導入を進めています。今後も、カーボンニュートラル等の社会的課題の解

決に資する資源循環の取組を一層推進するとともに、新たに廃棄処理が懸念される太陽光パネル・

蓄電池等の循環的利用に係る取組を進める必要があります。 

 

 

循環型社会の構築 
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④廃棄物処理の安全・安心の確保に向けて、優良認定処理業者への委託を促進するとともに、ポリ塩

化ビフェニル（ＰＣＢ）廃棄物の適正処理に取り組んでいます。今後、南海トラフ地震等の大規模

災害時においても速やかに対応できるよう、現場対応能力を持った人材を育成するなど、災害廃棄

物処理体制を一層強化していく必要があります。 

 

⑤産業廃棄物の不法投棄等は依然として後を絶たず、特に建設系廃棄物の割合が高い状況にあります。

不法投棄等を根絶するためには、未然防止と早期発見・早期是正が重要であることから、これまで

の取組に加え、スマホ 110番の導入や自動運用型ドローンによる監視手法の実証事業に取り組んで

います。また、建設系廃棄物は解体工事に伴って排出されることから、排出事業者の意識向上に資

する取組や解体工事に係る法令を所管する関係機関等との連携を進めています。今後、ＩＣＴを活

用した効率的・効果的な監視指導方法の検討を引き続き進める必要があります。 

 

⑥過去に産業廃棄物が不適正処理され、行政代執行による生活環境保全上の支障等の除去等を行って

いる４事案（四日市市大矢知・平津、桑名市源十郎新田、桑名市五反田、四日市市内山）について

は、令和４年度末の行政代執行終了に向け着実に環境修復を行っており、今後も継続して安全・安

心を確保する必要があります。 

 

令和５年度の取組方向 

①持続可能な循環型社会の形成に向けて、「三重県循環型社会形成推進計画」に基づき、引き続き、

さまざまな主体と連携し、廃棄物処理の安全・安心を前提とした「３Ｒ＋Ｒ」の促進に取り組み、

循環関連産業の振興やカーボンニュートラル等の社会的課題の解決に向けた取組を一層進めます。 

 

②県民の皆さんや事業者の「３Ｒ＋Ｒ」に関する意識を高め、行動につなげてもらうため、一般廃棄

物については、減量化・リサイクルに役立つ情報を市町と共有し、連携して発信していきます。産

業廃棄物については、新たにカーボンニュートラルに資する資源循環を促進するため、産業廃棄物

税を活用した循環関連産業の振興に向けた支援の拡充を進めます。 

 

③プラスチックの削減に向けた取組を進めるとともに、マテリアルリサイクルの促進を図るため、事

業者と連携し、新たにマッチングシステムの整備に取り組みます。また、海洋プラスチックごみ対

策として、ごみ拾いＳＮＳアプリを活用したごみ拾い活動の見える化など、楽しみながらできる取

組を通じて継続的な散乱ごみ対策を促進します。食品ロスの削減対策については、引き続き、三重

県食品提供システム「みえ～る」等の参加事業者の拡大を進めます。さらに、廃棄処理が懸念され

る太陽光パネルや蓄電池等の製品について、循環関連産業の振興および循環的利用に係る体制構築

に向け、処理実態や将来の排出見込みなどの把握に取り組みます。 

 

④排出事業者責任の徹底に向けて、引き続き、優良認定処理業者への委託を促進するとともに、関係

機関と連携し、産業廃棄物処理業者の優良認定の取得を促進します。また、ポリ塩化ビフェニル 

（ＰＣＢ）廃棄物については処分期間内に適正処理されるよう、ＰＣＢ特別措置法に基づく指導等

を徹底します。災害廃棄物については、大規模災害時においても適正かつ円滑に処理されるよう、

仮置場の設置・運営の実地訓練を行うなど、現場対応力を高める人材育成を進めます。 
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⑤産業廃棄物の不法投棄等に対しては、監視カメラやドローン等を積極的に活用した的確かつ効率的

な監視・指導を行うほか、引き続き、自動運用型ドローンによる監視手法を検討します。また、不

法投棄案件の大半を占めている建設系廃棄物については、建設（解体）工事の元請業者に対する研

修会の開催等による排出事業者等の意識向上に資する取組を進めます。 

  

⑥行政代執行終了予定の４事案について、生活環境保全上の支障が生じていないことを確認するため、

モニタリング等の実施により、安全・安心を確保していきます。 

 

KPI（重要業績評価指標） 

 
 令和３年度 ４年度 ５年度 ８年度 

項目 
（項目の説明） 

 目標値 目標値 目標値 
現状値 実績値 実績値 実績値 

廃プラスチック類の再生利用率 

（県内で産業廃棄物として排出され

た廃プラスチック類の再生利用率） 

 
63％ 

（3年度） 

65％ 

（4年度） 

73％ 

（7年度） 

61.3％ 

（2年度） 
－ － － 

カーボンニュートラル等の社会的課

題解決に資する資源循環の取組事業

者数（累計） 

（県が実施するプラスチック資源循

環の高度化や食品ロス削減等の取組

に参画する延べ事業者数） 

 100事業所 150事業所 300事業者 

61事業者 － － － 

適正に管理されないおそれのあるＰ

ＣＢ（ポリ塩化ビフェニル）廃棄物

の処理に関する指導率 

（県にＰＣＢ保管届出をしない等の

事業者に対し、立入検査等により適

正な管理および処分を指導した割

合） 

 100％ 100％ 100％ 

92％ － － － 

建設系廃棄物の不法投棄件数 

（10トン以上の建設系廃棄物の不法

投棄件数） 

 10件以下 10件以下 10件以下 

12件 － － － 

 

主な事業 

①地域循環高度化促進事業 

（第４款 衛生費 第６項 環境保全費 ２ 廃棄物対策費） 

予算額：(R4) １４３，３８４千円 → (R5) ２０２，０５２千円 

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、循環的利用、地球温暖化対策等に取

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、地域循環共生圏の

形成を促進するため、事業者、研究機関、行政等さまざまな主体と連携します。 
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②循環関連産業振興事業 

（第４款 衛生費 第６項 環境保全費 ２ 廃棄物対策費） 

予算額：(R4) ２９，７６６千円 → (R5) ２７，１９１千円 

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

事業者）の振興を図り、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（一部新）プラスチック対策等推進事業 

（第４款 衛生費 第６項 環境保全費 ２ 廃棄物対策費） 

予算額：(R4) ２１，５０９千円 → (R5) ３６，７１５千円 

事業概要：プラスチックのマテリアルリサイクルを促進するため、排出事業者が容易に参加でき、

リサイクルを行う事業者が効率的にプラスチックを確保できるオンライン上のマッ

チングシステムを新たに構築します。また、海洋プラスチックごみ対策として、ごみ

拾いＳＮＳアプリを活用したごみ拾い活動の見える化など、楽しみながらできる取組

を通じて散乱ごみ対策を進めます。 

 

④食品ロス削減推進事業 

（第４款 衛生費 第６項 環境保全費 ２ 廃棄物対策費） 

予算額：(R4) １３，４５７千円 → (R5) １３，００６千円 

事業概要：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三重県食品提供システム

「みえ～る」について、関係団体等と連携し、運用拡大に取り組みます。さらに、小

売店舗等の食品ロス削減を図るため、スーパーマーケットやコンビニエンスストア等

と連携して、普及啓発を進めます。 

 

⑤（新）ＣＯ２削減のための高度な技術を活用したリサイクル等促進事業 

（第４款 衛生費 第６項 環境保全費 ２ 廃棄物対策費） 

予算額：(R4) － 千円 → (R5) １３，３４６千円 

事業概要：廃棄処理が懸念される使用済み太陽光パネルや廃リチウムイオン電池等について、関

連産業の振興および循環的利用に係る体制構築に向け、処理実態や将来の排出見込み

等の把握に取り組みます。 

 

⑥ＰＣＢ廃棄物適正管理推進事業 

（第４款 衛生費 第６項 環境保全費 ２ 廃棄物対策費） 

予算額：(R4) ４９，１９５千円 → (R5) ２１，５６９千円 

事業概要：ＰＣＢ廃棄物の適正処理を推進するため、高濃度ＰＣＢ廃棄物については、事業者へ

の指導等により令和４年度内に概ね処理が完了する見込みですが、新たに発見された

高濃度ＰＣＢ廃棄物については、代執行等必要な措置を講じます。低濃度ＰＣＢ廃棄

物については、令和８年度末の処分期限を見据え、事業者等に対して適正保管を指導

するとともに、計画的に処理されるよう指導等を行います。 
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⑦（一部新）災害廃棄物適正処理促進事業 

（第４款 衛生費 第６項 環境保全費 ２ 廃棄物対策費） 

予算額：(R4) １，８９８千円 → (R5) １４，５９４千円 

事業概要：災害時に発生する廃棄物の迅速な処理に向け、現場対応力の向上および畳や混合廃棄

物等の広域処理応援体制の強化を図るため、市町や関係団体と共に仮置場を設置・運

営する実地訓練を新たに実施するなど、人材の育成を進めます。 

 

⑧不法投棄等の未然防止・早期発見推進事業 

（第４款 衛生費 第６項 環境保全費 ２ 廃棄物対策費） 

予算額：(R4) ７７，１５２千円 → (R5) ８２，４２１千円 

事業概要：不法投棄の防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、監視カメラや不法投棄等通報システム等の活用に加え、自動

運用型ドローンによる効果的・効率的な監視手法について検討していきます。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。 

 

⑨環境修復後の保全管理事業 

（第４款 衛生費 第６項 環境保全費 ２ 廃棄物対策費） 

予算額：(R4) ３，１４０，８９８千円 → (R5) ６３，４００千円 

事業概要：行政代執行による環境修復後の４事案等について、生活環境保全上の支障が生じてい

ないことを確認するため、モニタリング等の実施により、安全・安心を確保していき

ます。 
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施策４－３  

 

 

 

【主担当部局：農林水産部】 

施策の目標 

（めざす姿） 

生物多様性をはじめとする豊かな自然環境を維持するため、県内各地域で県民の皆さんやＮＰＯ、

事業者などさまざまな主体による自然環境保全活動が持続的に展開されています。また、自然とのふ

れあいを通じて、自然環境保全意識の醸成につなげられるよう、より多くの県民の皆さんが自然体験

施設等を利用しています。 

（課題の概要） 

大規模開発等による自然環境への影響が懸念されており、希少野生動植物の生息する自然環境を保

全することが求められています。また、三重の豊かな自然にふれあえる場所を確保することが求めら

れています。 

 

現状と課題 

①ＮＰＯ等によって自主的に行われている生物多様性の保全活動が広がりを見せている一方、大規模

開発（太陽光発電施設や風力発電施設の設置）等による自然環境への影響が懸念されています。こ

うした中、ＮＰＯ等による保全活動が持続的に展開されるよう取り組むとともに、大規模開発等に

よる自然環境への影響を軽減していく必要があります。 

 

②県民の皆さんに自然とのふれあいの場を提供するため、自然公園施設の適正な維持管理や整備を進

めています。こうした中、これらの取組を継続するとともに、地域の資源を生かした森林教育や自

然体験などの取組を充実させることで、より多くの利用者に自然環境保全の意識を高めていただき、

保全活動への参画促進を図る必要があります。 

 

令和５年度の取組方向 

①生物多様性の保全を推進するため、希少野生動植物種および外来種についての調査やデータ整理を

進めます。また、各種イベント等において身近な自然環境や生物多様性の重要性を啓発するほか、

さまざまな主体による自主的な保全活動が継続できるよう、専門的な知識や必要な情報の提供、自

然環境保全活動への支援に取り組みます。太陽光発電施設や風力発電施設の設置など、自然環境に

影響を及ぼす開発等については、三重県自然環境保全条例等の関係法令に基づき、事業者等への適

切な指導、助言に努めていきます。 

 

②県民の皆さんをはじめとして、多くの方に安全で快適な利用環境を提供するため、国立・国定公園

の園地や東海・近畿自然歩道、大杉谷登山歩道など自然公園施設の適切な維持管理や施設整備を進

めます。また、多くの方が自然環境保全への意識を高め、自然の魅力を体感できるよう、エコツー

リズムの新たなコンテンツの造成やガイドの育成に取り組むとともに、自然景観や歴史・文化等の

優れた魅力およびイベントなどの情報発信に取り組みます。 

 

 

 

自然環境の保全と活用 
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KPI（重要業績評価指標） 

 
 令和３年度 ４年度 ５年度 ８年度 

項目 
（項目の説明） 

 目標値 目標値 目標値 
現状値 実績値 実績値 実績値 

希少野生動植物保護等の生物多様性

保全活動の取組数（累計） 

 

（里地・里山や海岸河川において、

希少野生動植物保護等の生物多様性

保全活動の取組数） 

 

 
93取組 

（４年度） 

95取組 

（５年度） 

101取組 

（８年度） 

91取組 

（３年度） 
－ － － 

自然体験施設等の利用者数（累計） 

 

（森林公園や長距離自然歩道等の自

然体験施設の利用者数） 

 
1,106千人 

（３年度） 

1,143千人 

（４年度） 

1,254千人 

（７年度） 

1,070千人 

（２年度） 
－ － － 

 

主な事業 

①野生生物保護事業 

（第６款 農林水産業費 第４項 林業費 11 野生生物共生費） 

予算額：(R4) １９，４１０千円 → (R5) １７，２８４千円 

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の保全を図ります。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。 

 

②自然公園利用促進事業 

（第６款 農林水産業費 第４項 林業費 12 自然公園費） 

予算額：(R4) ２６，８７０千円 → (R5) ４９，８２７千円 

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園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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施策４－４  

 

 

 

【主担当部局：環境生活部環境共生局】 

施策の目標 

（めざす姿） 

安全・安心で快適な生活を営める環境の保全に向け、事業者のコンプライアンス意識の醸成が図ら

れるとともに、さまざまな主体による環境保全活動が拡大しています。また、「きれいで豊かな海」

をめざして、従来の「規制」から「管理」へと移行した総合的な水環境改善対策が進んでいます。 

（課題の概要） 

大気や水環境については、環境法令の遵守徹底が図られていますが、今後も、環境保全対策を進め

る必要があります。また、海域の栄養塩類減少等により水産資源の生物生産性等が低下していること

から、海域の豊かさに資する取組の促進が求められています。 

 

現状と課題 

①大気環境はおおむね良好な状態を維持していますが、健康に影響を与える光化学スモッグについては、

依然として、その濃度上昇に備えるための予報等を発令している状況です。また、「三重県自動車

排出窒素酸化物等総量削減計画」に基づき、自動車による大気汚染を改善するための各種施策を実

施してきたことで、二酸化窒素と浮遊粒子状物質については、自動車ＮＯｘ・ＰＭ法対策地域内の

全ての測定局で、環境基準を達成する状況となりました。今後、当該対策地域の指定解除に向けた

調査検討を行う必要があります。 

 

②河川における環境基準達成率（ＢＯＤ）は、近年 90％以上で推移しており改善傾向にあります。ま

た、海域における環境基準達成率（ＣＯＤ）も、近年改善傾向にありますが、閉鎖性水域である伊

勢湾では、毎年、広範囲で貧酸素水塊等が発生している状況です。 

 

③土砂等の埋立地を把握し無秩序な埋立て等を抑止するため、「三重県土砂等の埋立て等の規制に関

する条例」に基づき、厳正な審査とあわせて土砂等の埋立て等を行う者に対する立入検査や指導を

行っています。引き続き、条例の周知徹底とあわせて不適正な土砂等の埋立て等が行われないよう

土砂等の埋立て場所等への立入検査による監視・指導が必要です。 

 

④下水道や浄化槽等の生活排水処理施設の整備は着実に進展してきましたが、整備率は全国平均と比

較して低く、引き続き、未整備人口の解消が必要です。浄化槽については、補助制度を活用し単独

処理浄化槽等から合併処理浄化槽への転換促進が必要です。また、「浄化槽法」の改正を受けて、

令和５年度を目途に浄化槽台帳を整備する必要があります。 

 

⑤近年、海域の栄養塩類減少等により水産資源等の生物生産性が低下し、海域の豊かさの重要性が指

摘されていることから、藻場・干潟・浅場再生による生物生息環境改善も含め、「きれいで豊かな

海」の観点を取り入れた総合的な水環境改善の取組が必要です。 

 

 

 

生活環境の保全 
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⑥伊勢湾等の海岸域では、陸域で発生したごみの漂着により、砂浜等の景観の悪化のほか、漁業や生

態系への影響が懸念されています。このような課題の解決に向けて、流域圏での発生抑制対策とあ

わせて、さまざまな主体と連携した環境保全活動の拡大と活性化が必要です。 

 

令和５年度の取組方向 

①工場・事業場からの大気環境への負荷を削減するため、立入検査により法令遵守の徹底等を図ると

ともに、法に基づき大気の常時監視を行い、環境基準等の適合状況を確認します。光化学スモッグ

やＰＭ2.5 の濃度が上昇した際は予報等を発令し、県民の皆さんに情報提供を行います。また、自

動車環境対策では、例年実施している対策地域内の環境調査等に加え、今年度示された国の基本方

針をふまえた「自動車ＮＯｘ・ＰＭ法対策地域内の大気環境基準確保」に係る評価を行います。 

 

②工場・事業場からの水環境への負荷を削減するため、立入検査により法令遵守の徹底等を図ります。

また、法に基づき公共用水域（河川、海域）および地下水の常時監視を行い、環境基準等の適合状

況を確認します。 

 

③県内において、土砂等の埋立て等が適正に行われるよう、「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、土砂等の埋立て等を行う者などへの監視・指導活動を

実施します。 

 

④生活排水対策については、「生活排水処理アクションプログラム」に基づき、市町と連携して下水

道、浄化槽および集落排水施設等の効率的・効果的な整備を進め、未整備人口の解消を図るととも

に、補助制度を活用し単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換を促進します。また、改正「浄

化槽法」に対応した新たな浄化槽台帳システムを構築するとともに、「浄化槽法」の指定検査機関

等とも連携し、システム内データの整理を進めます。 

 

⑤伊勢湾の再生のため、環境基準の達成と生物生産性、多様性が調和両立した「きれいで豊かな海」

の観点を取り入れた第９次水質総量削減計画（令和４年 10 月策定）に基づき、総合的な水環境改

善の取組を進めます。また、生物生産性や生物多様性をふまえた栄養塩管理や貧酸素水塊発生メカ

ニズムの解明など、伊勢湾再生に関する研究事業を行います。 

 

⑥伊勢湾から熊野灘にかけての美しい海岸を守っていくため、「三重県海岸漂着物対策推進計画」に

基づき、県民の皆さん、民間団体、企業、海岸管理者等による協力体制を拡充していきます。三県

一市が連携し、海岸等における清掃活動への参加者の拡大を図るため、伊勢湾流域圏で行われてい

る清掃活動の情報を取りまとめて発信します。引き続き、回収・処理および発生抑制対策事業を実

施するとともに、複数自治体連携による効果的な対策を進めるため、伊勢湾流域圏を含んだ広域的

な地域計画を策定します。 

 

 

 

 

 

 

土砂条例施行から令和 3 年 8 月末までに、条例第 9 条に基づく許可申請が 36 件あり、審査の結果 26
件を許可しています。また、令和 2年度には土砂等の埋立て等を行う予定の事業者等に対し、条例の周知
と併せて 203 件の立入検査を実施、令和 3 年度は、許可した埋立て場所等に 98 件（8 月末）の立入検査
を実施し、許可業者に対しての指導を優先的に行っています。また、他法令で許可を受けている経過措置事
案（36件）については、許可期間内に条例の許可申請を行う必要があることについて周知等を行っています。 
熱海市の土石流災害を受けて、国から盛土による災害防止に向けた総点検の実施依頼があり、関係部局

で情報共有を図り、実施に向けて、対象となる盛土の抽出作業を行い、対応しています。総点検に先立ち、
条例で許可した埋立場所の点検を実施し、ただちに崩落の危険のある箇所がないことを確認しています。 
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KPI（重要業績評価指標） 

 
 令和３年度 ４年度 ５年度 ８年度 

項目 
（項目の説明） 

 目標値 目標値 目標値 
現状値 実績値 実績値 実績値 

環境基準達成率 

（大気環境測定地点および河川・海

域水域における環境基準の達成割

合） 

 94.3％ 95.2％ 98.1％ 

90.5％ 

（速報値） 
－ － － 

生活排水処理施設の整備率 

（下水道、合併処理浄化槽、集落排

水施設等により生活排水処理が可能

な人口の割合） 

 89.3％ 90.3％ 93.1％ 

88.2％ － － － 

「きれいで豊かな海」の実現に向け

た取組数 

（「第９次水質総量削減計画」におけ

る「きれいで豊かな海」の実現に向

けた総合的な水環境改善取組数） 

 ４取組 ５取組 ７取組 

３取組 － － － 

海岸漂着物対策等の水環境の保全活

動に参加した県民の数 

（「伊勢湾 森・川・海のクリーンア

ップ大作戦」に参加した県民の数） 

 18,500人 19,500人 24,000人 

17,496人 － － － 

 

主な事業 

①大気テレメータ維持管理事業 

（第４款 衛生費 第６項 環境保全費 ３ 環境指導費） 

予算額：(R4) １５２，５１１千円 → (R5) １５９，１０９千円 

事業概要：大気環境測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。 

 

②自動車ＮＯｘ等対策推進事業 

（第４款 衛生費 第６項 環境保全費 ３ 環境指導費） 

予算額：(R4) ５，９６８千円 → (R5) １０，９９３千円 

事業概要：自動車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等ならびに沿道のＮＯｘ調査を実施し、総量削減計画の

進行管理を行うとともに、新たに対策地域内の大気環境基準確保に係る評価を行いま

す。 

 

③河川等公共用水域水質監視事業 

（第４款 衛生費 第６項 環境保全費 ３ 環境指導費） 

予算額：(R4) ２１，９９１千円 → (R5) ２２，８０３千円 

事業概要：公共用水域等の継続的な水質監視を行うことにより、県内の河川、海域および地下水

の環境基準の達成状況や推移を把握し、その結果を水質改善のための必要な施策に反

映させ、水環境の保全を図ります。 
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④土砂条例監視・指導事業 

（第４款 衛生費 第６項 環境保全費 ２ 廃棄物対策費） 

予算額：(R4) ５，６００千円 → (R5) ５，８１９千円 

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、「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、土砂等の埋立て等を行う者

等への監視・指導活動を実施します。 

 

⑤浄化槽設置促進事業補助金 

（第４款 衛生費 第６項 環境保全費 ３ 環境指導費） 

予算額：(R4) １１６，１２３千円 → (R5) １３１，６２９千円 

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型浄化槽について、設置者に補助

を行う市町や、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て、

助成を行うことにより生活排水処理施設の整備率向上を図ります。 

 

  ⑥生活排水総合対策指導事業 

（第４款 衛生費 第６項 環境保全費 ３ 環境指導費） 

予算額：(R4) １，５８１千円 → (R5) ７，１２２千円 

事業概要：「浄化槽法」に基づき、浄化槽管理者、浄化槽保守点検業者に指導を行います。また、

改正「浄化槽法」に対応した新たな浄化槽台帳システムを構築し、システム内データ

の整理を進めます。 

 

  ⑦「きれいで豊かな海」推進事業 

（第４款 衛生費 第６項 環境保全費 ３ 環境指導費） 

予算額：(R4) １６，７３３千円 → (R5) １６，６１４千円 

事業概要：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（第二期）」に基づき、取組を進めるとともに、環境基準の達成と生物生産性、生

物多様性が調和両立した「きれいで豊かな海」の実現に向け、第９次水質総量削減計

画に基づき、伊勢湾流域の発生負荷量の管理や関係部局の連携のもと、各種関連施策

の推進、調査研究を実施します。 

 

⑧海岸漂着物対策推進事業 

（第４款 衛生費 第６項 環境保全費 ３ 環境指導費） 

予算額：(R4) ８４，６０３千円 → (R5) ８２，３２２千円 

事業概要：「三重県海岸漂着物対策推進計画」に基づき、海岸漂着物の発生抑制対策および回収・

処理の取組を推進します。また、三県一市等との連携により普及啓発活動を実施する

とともに、複数自治体連携による効果的な対策を進めるため、伊勢湾流域圏を含んだ

広域的な地域計画を策定します。 
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施策５－１  

  

 

 

【主担当部局：観光部】 

施策の目標 

（めざす姿） 

  魅力ある地域資源を生かした観光コンテンツの提供や、質の高い宿泊施設などの誘致・整備促進な

ど、旅行者のニーズに対応した受入れ体制が整備されることで、三重県を訪れた人びとが観光を満喫

でき、観光客の満足度が向上するとともに、平均宿泊日数が増加しています。 

  また、地域住民をはじめ、地域全体で旅行者の受入れ機運を高め、三重県の持続可能な観光が推進

されることで、三重県を訪れた旅行者がより深く地域の魅力を体験し、リピーターや長期滞在者が増

加するなど、三重県の「拠点滞在型観光」のイメージが定着しています。 

（課題の概要） 

  観光地を選ぶ基準として、社会・文化や環境に配慮し、旅行者や地域住民など観光に関わる人びと

が利益を享受できる「持続可能な観光地」であることが注目されており、地域全体で受入れ環境を整

えることが求められています。観光産業の担い手確保も含めた環境整備を通じて、国内外の高付加価

値旅行者にも選ばれる観光地づくりを進めることが必要となっています。 

 

現状と課題 

①旅行者が地域の文化に触れ、住民との交流や、豊かで深い体験を味わうことは、長期滞在やリピー

ターの獲得につながることが期待できるため、三重ならではの観光資源を生かした拠点滞在型観光

を推進する必要があります。 

 

②持続可能な観光の推進に向けて、地域住民をはじめ地域全体で旅行者の受入れ機運を高めていくほ

か、ＳＤＧｓの達成等、経済面、社会・文化面、環境面を総合的に考慮した地域のサスティナブル

な観光地づくりを支援していく必要があります。 

 

③アフターコロナに向けて、地域全体の観光消費を拡大し、地域の稼ぐ力を向上させるために、旅行

者にとって快適な受入れ環境を整備し、観光地としての滞在価値を高めていく必要があります。 

 

④旅行者の安全を確保し、安心で快適な県内の旅行を提供するため、観光防災やバリアフリー観光の

推進など、安全で安心な観光地づくりに取り組んでいく必要があります。 

 

⑤旅行者の満足度向上につなげるため、質の高いサービスを提供できる観光人材の育成・確保に向け

て取り組む必要があります。 

 

 

 

 

 

 

持続可能な観光地づくり 
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令和５年度の取組方向 

①拠点滞在型観光を強力に展開するため、三重ならではの観光資源を生かした体験コンテンツのさら

なる発掘と磨き上げ支援に取り組むほか、三重の「食」や「食文化」に触れながら長期滞在できる

ガストロノミーツーリズムを推進するとともに、インバウンド向けに県内周遊を促進するＳＩＴ

（Special Interest Tour、特別な目的に絞った旅行）をモデル的に実施します。 

 

②旅行者にとって快適な質の高い観光地づくりを県内に推進するため、地域ＤＭＯ（観光地域づくり

法人）など観光関係団体に対し、デジタルマーケティングやプロモーション、「日本版持続可能な観

光ガイドライン（ＪＳＴＳ－Ｄ）」の活用促進などの支援を行います。 

 

③高付加価値旅行者層を呼び込むための受入れ環境整備を行うため、有識者の意見をふまえながら、

上質な宿泊施設の誘致・整備促進や二次交通の整備について検討を行います。 

 

④観光事業者や観光関係団体等を対象とした観光防災セミナーの開催など観光地における防災対策に

取り組みます。また、観光事業者に対するバリアフリー観光調査や心のバリアフリー認定の取得促

進などバリアフリー観光を推進します。 

 

⑤観光資源の魅力を高めるためのガイドスキル向上に向けた研修を行うほか、県内の観光施設におけ

る人材不足を解消するため、就業希望者と観光事業者のマッチング支援を行います。 

 

KPI（重要業績評価指標） 

 

 令和３年度 ４年度 ５年度 ８年度 
項目 

（項目の説明） 
 目標値 目標値 目標値 

現状値 実績値 実績値 実績値 
観光客満足度 
（県内の観光地を訪れた観光客の７
段階の満足度評価で「大変満足」「満
足」「やや満足」の上位３項目を回答
した割合） 

 95.0％ 95.0％ 95.0％ 

93.5％ － － － 

県内の平均宿泊日数 
（観光庁宿泊旅行統計調査に基づ
く、県内の宿泊施設における延べ宿
泊者数を実宿泊者数で除して得た日
数） 

 1.20泊 1.23泊 1.33泊 

1.20泊 － － － 

リピート意向率 
（県内の観光地を訪れた観光客の
「本県を再び訪れたい」と回答した
割合） 

 95.0％ 95.0％ 95.0％ 

92.6％ － － － 
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主な事業 

①（新）上質な「みえ旅」・長期滞在促進事業 

（第７款 商工費 第１項 商工業費 １０ 観光振興費） 

予算額：(R4) － 千円 → (R5)  ５３，５７４千円 

事業概要：長期滞在に適した「質の高い観光地づくり」を推進するため、ガストロノミーツーリ 

ズム、高付加価値インバウンドを対象としたＳＩＴ（Special Interest Tour）、県内 

の「祭り」を活用した周遊や滞在促進に取り組みます。 

 

②（新）拠点滞在型観光推進事業  

（第７款 商工費 第１項 商工業費 １０ 観光振興費） 

予算額：(R4)  － 千円 → (R5)  ９３４，６８３千円 

事業概要：三重ならではの特別感のある体験コンテンツの磨き上げや、ガイド人材の確保・育成、

観光資源を生かした周遊ルートの整備に取り組む地域や事業者を支援することで、旅

行者の滞在時間や宿泊日数のさらなる増加を図ります。また、観光地経営の核となる

ＤＭＯの司令塔機能の強化に向けた支援を行うとともに、旅行者にとって快適な受入

れ環境を整備するなど、持続可能な観光地づくりに取り組みます。 

 

③（一部新）観光事業推進費  

（第７款 商工費 第１項 商工業費 １０ 観光振興費） 

予算額：(R4) ３８，８６５千円 → (R5) ３８，２３６千円 

事業概要：三重県観光振興基本計画に基づき、県民や多くの関係者と観光事業を推進するととも 

に、旅行者の動向分析に必要な観光客実態調査、観光防災、バリアフリー観光やサス 

ティナブル・ツーリズムの推進等に取り組みます。 

 

④観光資源活用推進事業  

（第７款 商工費 第１項 商工業費 １０ 観光振興費） 

予算額：(R4) １８，０４２千円 → (R5) ９，２０７千円 

事業概要：三重県観光連盟と連携し、三重県観光の公式サイトやＳＮＳ、各種媒体を活用した観

光情報を発信するなど、持続的な情報発信基盤の強化に取り組みます。また、日本忍

者協会への参画を通じ、三重県や伊賀市が“忍者の本場”であることを国内外に発信

し、観光誘客につなげます。 
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施策５－２  

 

 

 

【主担当部局：観光部】 

施策の目標 

（めざす姿） 

  国内外の多くの旅行者が観光の目的地として三重県を選び、県内の観光消費額が増加しています。

また、旅行者データや観光統計に基づく観光マーケティング・マネジメントを行い、旅行ニーズに合

わせた戦略的な観光プロモーションを展開することで、三重県ファンが増加するとともに、国内外か

ら三重県への来訪や宿泊が増加しています。 

（課題の概要） 

  旅行スタイルや旅行者のニーズがますます多様化していく中で、三重県が観光地として選ばれ、観

光入込客数や観光消費額の増加につなげていくためには、三重県の強みを生かした首都圏、関西圏へ

の戦略的なプロモーションに加えて、デジタル技術を活用して多様なニーズへ的確に対応していくこ

とが求められています。 

 

現状と課題 

①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のため、感染防

止対策を徹底のうえ、県内への誘客や周遊を促進するための事業に取り組んでおり、引き続き、観

光需要を喚起していく必要があります。 

 

②旅の目的地として選ばれる三重の観光の実現に向けて、三重県観光マーケティングプラットフォー

ムを活用し、データに基づく戦略的な観光マーケティングに取り組み、観光ＤＸを推進していく必

要があります。 

 

③三重の美しい自然や食、地域の文化・歴史など、三重県ならではの魅力を多くの方々のニーズにあ

わせて効果的に伝えるためのプロモーションに取り組んでいく必要があります。 

 

④訪日外国人旅行者による県内での観光消費額の増加を図るため、海外から高付加価値旅行者等の誘

致に取り組む必要があります。また、大阪・関西万博など海外から多くの人が関西を訪れる機会を

捉え、三重県への周遊促進に取り組んでいく必要があります。 

 

⑤三重県の観光資源の認知度向上を図り、外国人旅行者を県内に誘致するため、アフターコロナにお

けるニーズの変化に対応しつつ、効果的な情報発信を行う必要があります。 

 

⑥県内の関係者と連携しながら、感染防止対策の徹底やオンラインとの併用など新しい生活様式に対

応した会議の開催を支援することで、県内における国際会議等の開催誘致に取り組む必要がありま

す。 

 

 

 

戦略的な観光誘客 
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令和５年度の取組方向 

①新型コロナウイルス感染症による影響が長期化しており、引き続き厳しい状況にある観光産業の再

生に向け、感染症の状況や国の動向等をふまえつつ、旅行割引や地域応援クーポンの発行をはじめ

とする需要喚起策を継続的かつ機動的に実施することで、観光産業の早期回復に向けた切れ目のな

い支援を行います。 

 

②三重県観光マーケティングプラットフォームを活用することで旅行者データを蓄積し、旅行者一人

ひとりのニーズに合わせた One to One マーケティングに取り組むとともに、プラットフォームの

データを分析することで、戦略的な観光マーケティングを推進していきます。また、観光事業者に

おけるマーケティング活動を支援し、観光産業におけるＤＸを推進していきます。 

 

③首都圏・関西圏等からの誘客を促進するため、鉄道などの交通事業者をはじめとする関係機関と連

携し、発地に向けた情報発信や誘客プロモーションを戦略的に実施します。また、みえ応援ポケモ

ン「ミジュマル」を活用した取組や令和７（2025）年に開催される大阪・関西万博を見据えた誘客

促進の取組も実施します。 

 

④海外から高付加価値旅行者等の誘致を進めるため、これまで三重県が注力してきた市場におけるプ

ロモーションの実施に取り組むととともに、新たに注力すべき新市場について調査を行います。ま

た、関西圏の広域ＤＭＯである関西観光本部等と連携し、広域周遊ルートの造成及び情報発信等に

取り組みます。 

 

⑤訪日旅行先としての三重県の認知度向上と誘客の増加を図るため、アフターコロナにおける旅行ニ

ーズの変化をふまえ、ＳＮＳや動画、ウェブサイト等オンラインを活用した情報発信等、効果的な

プロモーションに取り組みます。 

 

⑥新しい生活様式に対応した会議の開催を支援することで、国際会議等ＭＩＣＥの誘致に取り組むと

ともに、新型コロナウイルス感染症収束後にインバウンドの増加を図るため、産業観光の促進に向

けた取組を進めます。 
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KPI（重要業績評価指標） 

 

 令和３年度 ４年度 ５年度 ８年度 
項目 

（項目の説明） 
 目標値 目標値 目標値 

現状値 実績値 実績値 実績値 
観光消費額 
（観光客が県内において支出した観
光消費額（交通費、宿泊費、飲食費、
入場料、土産代等）） 

 4,950億円 5,250億円 6,500億円 

3,562億円 － － － 

県内の延べ宿泊者数 
（観光庁宿泊旅行統計調査に基づ
く、県内の宿泊施設における延べ宿
泊者数） 

 766万人 812万人 1,041万人 

518万人 － － － 

県内の外国人延べ宿泊者数 
（観光庁宿泊旅行統計調査に基づ
く、県内の宿泊施設における延べ外
国人宿泊者数） 

 34.6万人 36.7万人 45.4万人 

1.7万人 － － － 

 

主な事業 

①（一部新）みえ観光の産業化推進事業 

（第７款 商工費 第１項 商工業費 １０ 観光振興費） 

予算額：(R4) １，８１６，３９０千円 → (R5) １，３６３，１１９千円 

事業概要：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、旅行需要を喚起し、観光地での消費を促進するための取組を実施します。また、 

三重県が観光地として選ばれ、観光入込客数および観光消費額の増加につなげていく 

ため、三重県の強みを生かした首都圏等大都市圏への戦略的なプロモーションを実施 

します。 

 

②（新）戦略的な観光マーケティング推進事業 

（第７款 商工費 第１項 商工業費 １０ 観光振興費） 

予算額：(R4) － 千円 → (R5) ５４，０００千円 

事業概要：データに基づく観光マーケティングを効果的に実施できるよう、三重県観光マーケテ 

ィングプラットフォームと各種プロモーションを連携させ、旅行者データの蓄積・分 

析を進めるとともに、旅行者一人ひとりの興味・関心に合わせた情報発信等を行う One  

to Oneマーケティングに取り組みます。 

 

③インバウンド誘客回復促進事業 

（第７款 商工費 第１項 商工業費 １０ 観光振興費） 

予算額：(R4) ８，７６３千円 → (R5) ８，８３３千円 

事業概要：訪日旅行先としての三重県の認知度向上と誘客の増加を図るため、専門的な知見と豊 

富な外国人旅行者のデータを有する日本政府観光局（ＪＮＴＯ）と連携し、アフター 

コロナにおけるニーズの変化をふまえた情報発信等、効果的なプロモーションに取り 

組みます。 
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④（新）高付加価値旅行者層誘致促進事業 

（第７款 商工費 第１項 商工業費 １０ 観光振興費） 

予算額：(R4)  － 千円 → (R5) ５４，９７３千円 

事業概要：海外から高付加価値旅行者等の誘致を進めるためのプロモーションに取り組むととも 

に、新たに注力すべき市場の調査を行います。また、関西の広域連携ＤＭＯと連携し、 

関西を訪問する外国人旅行者の県内誘致に取り組みます。 

 

⑤（一部新）観光デジタルファースト推進事業 

（第７款 商工費 第１項 商工業費 １０ 観光振興費） 

予算額：(R4) ２８，０８７千円 → (R5) ４６，３５６千円 

事業概要：海外の個人旅行者（ＦＩＴ）層に対し、ＳＮＳや動画、ウェブサイト等のオンライン 

を活用し、海外に向けて外国人目線で三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、県内への誘客につなげます。 

 

⑥（新）産業観光推進事業 

（第７款 商工費 第１項 商工業費 １０ 観光振興費） 

予算額：(R4)  － 千円 → (R5) １９，８７７千円 

事業概要：ものづくり企業などの技術や経営理念、親から子へ伝統をつなぐ継承文化などを新た 

な観光資源の「産業観光」として推進し、海外からのビジネス観光等の誘致に取り組 

みます。 
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施策５－３  

 

 

 

【主担当部局：雇用経済部】 

施策の目標 

（めざす姿） 

県産品の販路拡大や観光誘客の促進などにつなげるため、大都市圏等における県内市町、関係団体、

民間事業者、三重ファン等と連携した面的な情報発信やイベント実施等による戦略的なプロモーショ

ン活動が進んでいます。また、産業・地域経済の活性化につなげるため、付加価値の高い商品・サー

ビスの創出に取り組むとともに、業種を超えた多様な連携による販売促進の取組が進んでいます。 

（課題の概要） 

国内のビッグイベントの機会を生かして、県産品の販路拡大や観光誘客の促進などにつなげるため、

戦略的かつ効果的なプロモーションを展開する必要があります。 

また、県産品の販路を拡大するため、業種を超えた多様な連携による商品やサービスなど、消費者

ニーズに合わせた新たな価値の創出やそれらを担う人材の育成が求められています。 

 

現状と課題 

①社会経済情勢の変化や国内のビッグイベントの機会を的確に捉えながら、観光誘客や三重県の認知 

度の向上、県産品の販路拡大などを促進するため、市町、関係団体等と連携し、首都圏、関西圏、 

中部圏および海外において戦略的かつ効果的なプロモーションを展開する必要があります。また、 

引き続き、関係部局と連携してワーケーション推進に取り組む必要があります。 

 

②首都圏においては、三重テラスを核とした三重の魅力情報の発信、県産品の販路拡大、三重ファン 

と連携した取組等を行っているほか、包括協定を締結した企業等との連携による物産観光展等を開 

催しています。引き続き、さらなる三重ファン獲得に向けた戦略的なプロモーションを進めていく 

必要があります。 

 

③関西圏においては、令和７（2025）年に大阪・関西万博の開催、令和 11（2029）年に大阪ＩＲの開 

業を控え、インバウンドを含む観光需要が増大することが見込まれます。これらの動向を的確にと 

らえ、県産品の販路拡大や観光誘客の促進などにつなげていくため、三重県の認知度の向上に向け 

たプロモーション活動をさらに強化していく必要があります。 

 

④伝統産業および食関連産業等は、地域の伝統や技術、原料など、三重の風土に根づいた魅力を生か 

した貴重な産業であることから、県産品の魅力を再認識するとともに、消費者のニーズや価値観に 

対応できる新たな魅力や価値を創出し、国内外への発信や販路拡大につなげていく必要があります。 

特に、国内市場が縮小傾向にある中、輸出の拡大に向けた支援を積極的に行う必要があります。 

 

三重の魅力発信 
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⑤一般的に伝統産業および食関連産業等は、労働生産性及び労働者の定着率が低いことから、産学官 

が連携し、労働環境の改善に向けた意識向上、新たな価値やサービスを創出できる人材の育成が求 

められています。また、県産品の販路拡大を効果的に展開するため、県内事業者の商談機能の向上 

が求められています。 

 

令和５年度の取組方向 

①市町、県内事業者、関係機関等と連携し、観光誘客や三重県の認知度の向上、県産品の販路拡大を 

柱とした一体的なプロモーション活動を、首都圏、関西圏、中部圏および海外において展開します。 

また、包括協定を締結した企業等との連携による物産観光展や商談会を開催します。さらに、ワー 

ケーションについては、ＳＤＧｓへの貢献や地域課題の解決につながる事業を展開します。 

 

②首都圏においては、三重テラス第３ステージ（令和５年度～９年度）の初年度となることから、よ 

り魅力的な情報発信拠点となるよう、施設の運用を含めた運営体制の見直しをはかるとともに、さ 

らなる観光誘客の促進、県産品の販路拡大につなげるために、三重テラスを核とした三重の魅力発 

信、三重ファンのさらなる拡大と連携の取組を展開します。 

 

③「関西圏営業戦略」に基づき、県、市町、県内外の事業者、関係機関など官民一体となって、三重 

の魅力発信、観光物産展、商談会等などの取組を効果的に展開します。また、大阪・関西万博開催 

のチャンスを生かし、三重を知って、選んで、来て、リピーターになっていただけるよう、関西パ 

ビリオン三重県ブース（仮称）への出展準備のほか、期間限定の情報発信拠点を設置し、プロモー 

ション活動を展開します。 

 

④伝統産業および食関連産業等の多様な連携を促進し、ＳＤＧｓやエシカルに加え、フードテックな 

どの新しい視点を取り入れた付加価値の高い商品・サービスの創出に取り組みます。また、オンラ 

インや体験など多様な手法を活用して、背景・ストーリーとともに商品の魅力を発信するほか、国 

内外への販売促進につなげるため、伝統工芸品や食をはじめとする県産品フェアの開催、商談支援 

等を行います。 

 

⑤「みえ食の“人財”育成プラットフォーム」と連携し、学生と企業との交流会やインターンシップ、 

マーケティング研修等を実施し、新たな価値やサービスを創出できる人材の育成を進めます。また、 

商談会等による商談機会の創出と合わせ、バイヤー等による商談スキル向上セミナー等を開催する 

ことで、県内事業者の商談機能の向上を図ります。 
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KPI（重要業績評価指標） 

 
 令和３年度 ４年度 ５年度 ８年度 

項目 
（項目の説明） 

 目標値 目標値 目標値 
現状値 実績値 実績値 実績値 

首都圏・関西圏における観光旅行先

としての三重県への訪問意向及び三

重県産品の購入意向の割合 

（首都圏・関西圏におけるアンケー

ト調査で、「観光旅行で三重に行きた

い」、「購入したい三重県産品がある」

と考えている人の割合） 

 66.0％ 68.0％ 74.0％ 

65.6％ － － － 

三重テラスにおける魅力発信件数

（累計） 

（三重テラスにおいて、県内の市町、

団体、事業者、三重の応援団・応援

企業等の三重ファンと連携した情報

発信やイベントの実施等により、三

重の魅力発信を行った件数） 

 218件 378件 1,058件 

92件 － － － 

伝統産業および食関連産業における

消費者ニーズに対応した付加価値の

高い商品・サービスの開発数（累計） 

（伝統産業および食関連産業等の地

域資源を活用し、消費者ニーズの変

化等に対応するため、異業種との連

携等により開発された商品・サービ

ス数） 

 38件 60件 138件 

18件 － － － 

新商品や魅力あるサービスの開発な

ど、新たな価値創出に取り組むこと

ができる人材の育成数（累計） 
（県および「みえ食の“人財”育成
プラットフォーム」が実施する 
・マーケティング研修 
・食品衛生研修 
・ＳＮＳ等活用研修 
等を受講し、商品やサービスの新た

な価値創出に取り組むことができる

人材の育成数） 

 535人 840人 1,905人 

255人 － － － 

 

主な事業 

 ①（一部新）戦略的営業活動展開推進事業 

（第７款 商工費 第１項 商工業費 １ 商工業総務費） 

予算額：(R4) ９，６２２千円 → (R5) １３，１８７千円 

事業概要：三重のブランド力の向上、販路拡大や県内への誘客を図るため、首都圏等において、 

包括協定締結企業や小売事業者等との連携により戦略的かつ効果的なプロモーション 

を実施します。 
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②（一部新）首都圏営業拠点推進事業 

（第７款 商工費 第１項 商工業費 ３ 商工業振興費） 

予算額：(R4) ９３，７６１千円 → (R5)  ２３８，８９１千円 

事業概要：首都圏営業拠点「三重テラス」第３ステージのスタートに向け、これまでの運営上の 

成果や課題、社会情勢の変化をふまえ、三重の魅力発信の拠点機能をさらに強化する 

とともに、首都圏と三重県の様々な関係者が「つながる」ことを促進するため、施設 

内装の改修を含む運営体制の見直しを図ります。 

 

③ワーケーション推進事業 

（第７款 商工費 第１項 商工業費 １ 商工業総務費） 

予算額：(R4) ７，６６７千円 → (R5) １０，０３９千円 

事業概要：コロナ禍の中、普及が進んでいるテレワークを活用した新しいライフスタイル・働き 

方として、県内の自然豊かな環境で安全かつ快適に仕事ができる「ワーケーション」 

の受け入れを推進し、都市部の企業・個人を誘致することで、地域の課題解決、地域 

経済の活性化や関係人口の増加を目指します。 

 

④（新）大阪・関西万博を契機とした関西圏プロモーション強化事業 

（第７款 商工費 第１項 商工業費 １ 商工業総務費） 

予算額：(R4)  － 千円 → (R5) ９８，１２０千円 

事業概要：大阪・関西万博への出展に向けた取組を着実に進めるとともに、関西圏における情報 

     発信のあり方を検討するため、実験的な取組として期間限定の情報発信拠点を設置し 

     ます。 

 

⑤関西圏営業基盤構築事業 

（第７款 商工費 第１項 商工業費 １ 商工業総務費） 

予算額：(R4) ４，７６２千円 → (R5) ４，４１９千円 

事業概要：関西圏における三重県の認知度向上につなげるため、情報発信の強化、県産品の販路 

拡大、観光誘客の促進、Ｕ・Iターン就職及び移住の促進、企業誘致、関西圏のネット 

ワークの充実強化に取り組みます。 

 

⑥伝統産業・地場産業のエシカル商品販売促進事業 

（第７款 商工費 第１項 商工業費 ３ 商工業振興費） 

予算額：(R4) ６，０１６千円 → (R5) ５，９８６千円 

事業概要：多様な主体が協働した付加価値の高いエシカル商品の開発に取り組むとともに、首都 

圏等において、エシカル商品の販売や魅力発信を行うことで、県内伝統産業や地場産 

業の商品開発力、販売力の強化に取り組みます。 
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⑦「みえの食」儲かる輸出ビジネスサポート事業 

（第７款 商工費 第１項 商工業費 １ 商工業総務費） 

予算額：(R4) １５，６０８千円 → (R5) １１，９５５千円 

事業概要：三重県農林水産物・食品輸出促進協議会と連携し、海外に商流を持つバイヤーとの商談 

会、海外現地でのテストマーケティングの実施など、県産品の海外販路開拓を支援しま 

す。また、商談会と連携した研修会等を実施することで、県産品の訴求力の向上及び実 

践を通じた商談力の向上に取り組みます。 

 

⑧食のローカル・ブランディング推進事業 

（第７款 商工費 第１項 商工業費 ３ 商工業振興費） 

予算額：(R4) １０，１５５千円 → (R5) ６，７９９千円 

事業概要：県産品の販路開拓支援及び県内事業者の商品企画力・販売力の強化に取り組むため、事 

業者間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、 

出展型交流会やオンラインを導入した事前マッチング型商談会を開催することで、新た 

な商品等の販路拡大に取り組みます。 

 

⑨（一部新）食の高度人材育成交流事業 

（第７款 商工費 第１項 商工業費 ３ 商工業振興費） 

予算額：(R4) ８０４千円 → (R5) １０，９３８千円 

事業概要：都市圏等からトップシェフやイノベーターを講師に迎え、県内の料理人及びホテル・飲 

食店の経営者等を対象とした連続講座を開催することで、県内の食関連人材の育成を図 

るとともに、「食」を核とした地域の魅力向上に取り組みます。 
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施策６－１  

 

 

 

【主担当部局：農林水産部】 

施策の目標 

（めざす姿） 

米・麦・大豆のほか、野菜、柑橘、茶といった園芸品目、さらには牛肉や豚肉、鶏肉、卵といった

畜産物など、県産農畜産物の安定的な供給が進み、県民の皆さんの「食」における多様な需要に対応

しています。また、新規就農者はもとより、従事者の確保が図られながら、担い手による大規模経営

が拡大するとともに、小規模な兼業農家や高齢農家などの家族農業が営まれるよう、県産農畜産物の

生産性の向上や農業経営の発展による収入の確保および働きやすい労働環境の整備が進んでいます。

さらに、農業の持続性が確保された地域の拡大を図るため、農地の集積・集約化に向けた生産基盤の

整備が進んでいます。加えて、県産農畜産物について、消費者に魅力が発信され、国内外における取

扱い先が拡大しています。 

（課題の概要） 

農業の法人化や農地集積により経営規模の拡大が進む一方で、中小家族経営の農家における高齢化

が進行しており、労働力の不足が見込まれることから、県産農畜産物の供給量の減少が懸念されてい

ます。 

 

現状と課題 

①「三重の水田農業戦略 2020」等に基づき、主食用米の円滑な生産調整とともに、需要に応じた米・

麦・大豆など水田作物の生産拡大や販売促進に取り組んでいます。今後も、水田作物の生産体制の

強化や販売拡大を図る必要があります。特に、米については、新型コロナウイルス感染症の拡大に

伴う影響も加わり消費の減少・米価の下落が顕著なことから、県産米の需要拡大を図るとともに、

価格が高騰する小麦の代替として、需要が増加傾向にある米粉用米の生産拡大を進める必要があり

ます。 

 

②柑橘については、生産性の向上や高品質な果実の供給量の拡大に向け、優良品種の導入やスマート

技術の現場実装に取り組むとともに、首都圏での販売に加え、タイや台湾への輸出を進めています。

引き続き、柑橘の生産性向上や販売促進を図るとともに、令和５年に三重県で開催される全国カン

キツ研究大会を契機として、産地における取組を発信し、産地の発展につなげる必要があります。 

 

③茶については、令和３年度に策定した「伊勢茶振興計画」に基づき、生産者の所得向上に向け、生

産性の向上など地域ごとの課題の解決を図る産地構造改革プロジェクトを推進するとともに、伊勢

茶の消費拡大に向け、伊勢茶マイボトルキャンペーンのほか、新たな伊勢茶商品やサービスの開発、

ＵＡＥやベトナムなど海外における販路開拓、伊勢茶の歴史・文化を活用した食育活動に取り組ん

でいます。今後も引き続き、「伊勢茶振興計画」に基づいて、需要に対応しながら、生産者の所得向

上と伊勢茶の消費拡大を図る必要があります。 

 

 ④野菜については、生産者の経営安定に向け、野菜価格安定対策に取り組むとともに、生産を拡大す

るための施設の整備を促進しています。引き続き、生産者の経営安定や生産拡大を図る必要があり

ます。 

農業の振興 
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⑤花き花木については、効率的な物流体制の構築に向け、南勢地域の生産者や運送会社とともに鉢花

や観葉植物を対象として検討に取り組むとともに、需要の拡大に向け、小中学校等を対象とする花

壇コンクールを通じた「花育」活動や関東東海花の展覧会への出品による首都圏でのＰＲに取り組

んでいます。引き続き、県産花き花木の物流の効率化や需要拡大を図る必要があります。 

 

⑥環境に配慮した生産方式の拡大に向け、産地における地力の維持増進とともに、ＩＰＭ（総合的病

害虫管理）や有機農業などの取組を促進しています。今後は、化学肥料の供給不足や一層の価格高

騰が懸念されることから、化学肥料を削減し有機質肥料の活用を拡大するなど、国が展開する「み

どりの食料システム戦略」に対応した持続可能な農業生産の取組をさらに拡大する必要があります。 

 

⑦畜産業では、飼料価格の高騰や和牛子牛価格の高止まりなど厳しい経営環境が続いています。今後

も、畜産経営の持続的発展に向け、耕種農家や飼料販売事業者等の異業種と連携し、飼料や子牛の

自給体制の構築をはじめ、一層の低コスト化や省力化、高付加価値化を進めるとともに、県産畜産

物のサプライチェーンを構築していく必要があります。 

 

⑧豚熱や高病原性鳥インフルエンザなど家畜伝染病の発生とまん延の防止に向け、畜産農場における

飼養衛生管理基準の遵守・徹底や防疫対策を推進しています。今後も、農場の防疫体制を強化する

ほか、豚熱については、感染源の一つである野生イノシシの感染拡大の防止を図る必要があります。 

 

⑨担い手への農地集積を加速化するため、市町や農業委員会、農業会議と連携し、集落の話し合いを

促しながら、農家における国の農地中間管理事業の活用を促進しています。また、法人化や後継者

への事業継承など農業経営体の経営発展に向けた支援に取り組んでいます。今後は、農地集積の関

連法令等の改正に伴い必須となった、市町における「地域計画」の策定等をサポートする体制の強

化を図る必要があります。また、担い手となる農業経営体の経営が継続し発展していくよう、これ

までの取組に加え、合併や第三者への事業継承など経営の集約を進めるとともに、農作業の省力化

や生産性の向上に向け、スマート技術の導入や技術習得の円滑化を図る必要があります。 

 

⑩新規就農者の確保・育成に向け、農業大学校における農業教育、就農希望者への相談対応、就農計

画の策定や資金の借入れサポートなど、就農準備から経営開始・定着に至るまでの支援に取り組ん

でいます。また、雇用力のある農業法人などを育成するため設置している「みえ農業版ＭＢＡ養成

塾」において、農業ビジネス人材の育成に取り組んでいます。引き続き、新規就農者の確保・定着

に向けたきめ細かなサポートに取り組むほか、経営感覚に優れた人材の育成を図る必要があります。 

 

⑪兼業農家をはじめ、小規模な家族農業の収入確保に向け、米の生産安定と品質向上を図るため、ド

ローンを活用した肥料散布などスマート技術を活用した栽培実証に取り組んでいます。今後も、小

規模な家族農業が継続できるよう、スマート技術を活用し、省力化などを図る必要があります。 

 

⑫家族農業の継続に向け、農繁期等に労働力が不足する農家と地域に存在する兼業や副業を志向する

人材（ワンデイワーカー）とをマッチングする取組を進めています。今後も、家族農業における労

働力不足を補うための仕組みづくりを早急に進める必要があります。 
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⑬効率的かつ安定的な農業経営を実現するためには、担い手への農地集積・集約化等を通じた生産コ

ストの低減や高収益作物への転換等を促進することが重要なことから、引き続き、営農の高度化・

効率化に向けた生産基盤の整備を進めるとともに、農業水利施設の機能が安定的に発揮できるよう、

施設を適切に保全管理していく必要があります。 

 

⑭県産農畜産物等について、都市圏のホテル・レストランを対象としたプロモーションや県内量販店

等と連携した販売促進、食に関連するさまざまな事業者が連携した新たな商品開発の促進に取り組

んでいます。また、市町や学校など多様な主体と連携し、幅広い年代を対象とした食育の取組を進

めています。引き続き、さまざまな事業者と連携しながら、県産農畜産物等のブランド力や知名度

の向上を図るほか、県内外、さらには国外における販路の拡大に取り組むとともに、健全な食生活

の実現や県産農畜産物等の消費拡大につながるよう食育活動等を進める必要があります。 

 

 

令和５年度の取組方向 

①「三重の水田農業戦略 2020」等に基づき、引き続き、主食用米の生産調整を円滑に促進するため、

需要に応じた麦や大豆などの生産の安定化を図ります。また、県産米の販売促進に向け、県内の宿

泊事業者を通じ、それぞれの顧客に対しＰＲする取組を進めるとともに、「結びの神」や「伊賀米」

を中心に、首都圏や関西圏において販売促進活動に取り組みます。さらに、価格が高騰する小麦の

代替として、需要が増加傾向にある米粉用米の生産拡大を図ります。 

 

②柑橘について、引き続き、需要に対応した優良品種の導入や果実の日焼け防止に向けたマイクロス

プリンクラーなどスマート技術の現場実装に取り組むとともに、海外等における安定的な販路の構

築に取り組みます。また、令和５年に三重県で開催される全国カンキツ研究大会において、本県に

おける産地の取組を発信するとともに、柑橘生産者の交流を促進します。 

 

③茶について、「伊勢茶振興計画」に基づき、生産者の所得向上と伊勢茶の消費拡大を図るため、地域

ごとの実情に応じた課題解決のための産地構造改革プロジェクト活動や伊勢茶マイボトルキャン 

ペーンを推進するとともに、民間事業者による伊勢茶の新たな商品やサービスの開発・提供、海外

における販路の構築、伊勢茶に係る歴史・文化を活用した食育活動に取り組みます。 

 

 ④野菜について、引き続き、生産者の経営安定を図るため、野菜価格安定対策を進めるとともに、生

産拡大を図るため、生産施設の整備を促進します。 

 

⑤花き花木について、鉢花や観葉植物の効率的な物流体制の構築に向け、生産者や運送事業者と連携

し検討を継続するとともに、需要拡大に向け、小中学校等での「花育」活動、関東東海花の展覧会

への出品を通じた首都圏でのＰＲに取り組みます。 

 

⑥化学肥料の価格高騰や国が進める「みどりの食料システム戦略」に対応し、化学肥料の使用量を削

減し有機質肥料を円滑に利用できる地域体制の構築に取り組むほか、有機農業など環境にやさしい

持続的な営農活動の促進およびそれらを推進する人材の確保・育成に取り組みます。 
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⑦畜産経営の持続的発展に向け、飼料の価格高騰に対応するため、トウモロコシの生産・供給体制や

食品製造副産物をエコフィードとして利用する体制の構築など自給飼料を確保していく取組を進め

るとともに、生産性の向上に向けた畜産施設の整備を通じて、畜産事業者を核にさまざまな関係事

業者が連携する高収益型畜産連携体の育成を図ります。また、県産ブランド和牛を中心に、海外に

おけるサプライチェーンの構築に取り組みます。 

 

⑧豚熱や高病原性鳥インフルエンザなど家畜伝染病の発生とまん延の防止に向け、生産者における飼

養衛生管理基準の遵守・徹底を図るとともに、防疫対策の推進に取り組みます。また、豚熱の感染

源の一つである野生イノシシの豚熱検査や経口ワクチンの散布に取り組みます。 

 

⑨農業経営体の経営が将来にわたって継続していくよう、市町による地域計画の策定や大規模化に向

けた農地集積を促進するための地域推進体制の強化に取り組むとともに、農業法人による合併や第

三者への事業継承などを選択肢として経営体同士をマッチングするなど、農業経営の集約化に向け

た取組を進めます。また、農業の生産性と働く場としての魅力の向上を図るため、農業・畜産研究

所と農業改良普及センターを中心に産学官が連携しながら、スマート技術の現場実装に取り組みま

す。 

 

⑩新規就農者の確保・定着を図るため、職業選択から就農準備、経営開始、定着までの各ステージに

おいて、新規就農者それぞれに応じたきめ細かな支援に取り組むとともに、優れた農業ビジネス人

材の確保に向け、「みえ農業版ＭＢＡ養成塾」の効果的な運営と一層のＰＲに取り組みます。 

 

⑪小規模な家族農業の継続に向け、稲作収入の向上を図るため、ドローンによる効率施肥などスマー

ト技術を取り入れた高品質米の省力化・低コスト化栽培技術のモデル実証に取り組みます。 

 

⑫農繁期に労働力が不足する小規模な家族農業を支援するため、短時間労働が可能な人材と家族農業

をマッチングするワンデイワーク（短日・短時間労働の提供）の実証を進め、労働力確保の仕組み

づくりに取り組みます。 

 

⑬効率的かつ安定的な農業経営の実現に向け、スマート農業に適したほ場の大区画化や農業用水路の

パイプライン化など農業生産基盤の整備と農業水利施設の保全管理に計画的に取り組みます。 

 

⑭県産農畜産物等について、県内外および国外への販路を拡大するため、飲食業や宿泊業、卸売・小

売業に加え、交通関連事業者などさまざまな事業者と連携し、品目の特性や生産状況に応じた販売

チャンネルの拡大に取り組みます。また、消費者に向け、県産農畜産物等を活用した新たな価値を

提供するため、生産者、食品関連事業者が連携した商品開発等のプロジェクトを推進するとともに、

直売や加工といった生産者の６次産業化の取組を促進します。さらに、多様な主体と連携した食育

活動に取り組みます。 
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KPI（重要業績評価指標） 

 
 令和３年度 ４年度 ５年度 ８年度 

項目 
（項目の説明） 

 目標値 目標値 目標値 
現状値 実績値 実績値 実績値 

農業産出等額 

 

（農産物および加工農産物の生産額

の合計（経営所得安定対策による交

付金等を含む）） 

 

 
1,162億円 

（３年） 

1,171億円 

（４年） 

1,198億円 

（７年） 

1,153億円 

（２年） 
－ － － 

認定農業者のうち、年間所得が 500

万円以上の経営体の割合 

 

（認定農業者のうち、年間所得が他

産業従事者の平均所得以上を確保し

ている経営体の割合） 

 

 
35％ 

（４年度） 

37％ 

（５年度） 

42％ 

（８年度） 

30.2% 

（３年度） 
－ － － 

基盤整備を契機とした農地の担い手

への集積率 

 

（パイプライン化などの高度な生産

基盤の整備を実施した地区における

担い手への農地集積率） 

 

 
51.7% 

（４年度） 

55.2% 

（５年度） 

65.7% 

（８年度） 

48.3% 

（３年度） 
－ － － 

県産農畜産物の新たな取引件数（累

計） 

 

（販路拡大により、国内外の食の 

関連事業者に新たに採用された 

県産農畜産物の件数） 

 

 
40件 

（４年度） 

55件 

（５年度） 

100件 

（８年度） 

26件 

（３年度） 
－ － － 

 

主な事業 

①三重の水田農業構造改革総合対策事業 

（第６款 農林水産業費 第１項 農業費 ６ 農作物対策費） 

予算額：(R4) ２５２，２５８千円 → (R5) ４３０，２６４千円 

事業概要：新たなマーケットに対応した米・麦・大豆等の生産拡大や販売促進を進めるとともに、

国の経営所得安定対策を活用した米の生産調整の推進や優良種子の安定供給などに取

り組みます。  

 

②アンバサダーマーケティングによる県産米消費拡大推進事業 

（第６款 農林水産業費 第１項 農業費 ６ 農作物対策費） 

予算額：(R4) ５，２００千円 → (R5) ３，９８０千円 

事業概要：県産米の消費拡大に向け、県産米を積極的に活用していただいている県内の宿泊事業

者等を通じ、県内外の顧客に対して県産米をＰＲするため、「アンバサダーマーケテ

ィング」の手法を活用した取組を実施します。また、県内外の量販店等における消費

者へのＰＲなどを通じて、県産米の販売拡大を図ります。  
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③（新）三重の水田農業を守る米粉生産拡大推進事業 

（第６款 農林水産業費 第１項 農業費 ６ 農作物対策費） 

予算額：(R4) － 千円 → (R5) ２，５００千円 

事業概要：主食用米の生産調整や輸入小麦の価格高騰に対応し、中山間地域など米以外の作物へ

の作付転換が困難な水田が多い地域を中心に、本県の気象条件などに適した米粉用米

の生産拡大に向けた実証ほを設置するとともに、加工適性の評価に取り組みます。 

 

④園芸特産物生産振興対策事業 

（第６款 農林水産業費 第１項 農業費 ６ 農作物対策費） 

予算額：(R4) ４３２，１３１千円 → (R5) ３１２，４３９千円 

事業概要：園芸品目の生産振興に向け、生産施設等の整備や野菜の価格安定対策、県内外におけ

る花き花木などの消費拡大、国の「みどりの食料システム戦略」に対応した持続可能

な農業生産につながる取組を推進します。また、三重県で開催する「全国カンキツ研

究大会」において、生産者の交流促進を図るとともに、本県産地における取組を発信

します。 

 

⑤伊勢茶を愛する県民運動展開事業 

（第６款 農林水産業費 第１項 農業費 ６ 農作物対策費） 

予算額：(R4) ８，０００千円 → (R5) ６，４００千円 

事業概要：伊勢茶産地の振興に向け、地域課題解決のための産地構造改革プロジェクトを推進す

るとともに、県内外において伊勢茶の消費拡大を図るため、宿泊事業者や茶業関係者

と連携した、伊勢茶に係る歴史・文化の展示や体験企画の実施、民間事業者による伊

勢茶を活用した多様な商品やサービスの開発促進に取り組みます。  

 

⑥農業環境価値創出事業 

（第６款 農林水産業費 第１項 農業費 12 農業経営対策費） 

予算額：(R4) ２１，８６２千円 → (R5) ２６，９４２千円 

事業概要：有機農業やＩＰＭ（総合的病害虫・雑草管理）、堆肥など有機物の農地への施用といっ

た、地球温暖化の防止や生物多様性の保全に効果の高い営農活動を促進します。 

 

⑦高収益型畜産連携体育成事業 

（第６款 農林水産業費 第２項 畜産業費 １ 畜産振興費） 

予算額：(R4) ４８７，０９５千円 → (R5) ６４０，０９５千円 

事業概要：畜産業の持続的発展に向け、生産性向上のための畜産施設等の整備を促進することに

より、高収益型畜産連携体の育成を図ります。 

 

⑧（新）飼料の自給体制構築事業 

（第６款 農林水産業費 第２項 畜産業費 １ 畜産振興費） 

予算額：(R4) － 千円 → (R5) ６，０６７千円 

事業概要：価格高騰や調達困難が懸念されている飼料を将来にわたって安定的に確保していくた

め、耕種農家による飼料用トウモロコシの生産や食品メーカーから出る食品製造副産

物をエコフィードとして利用を図る取組を進めることで、飼料の自給体制の構築を図り

ます。 
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⑨（新）有機質肥料の自給体制構築事業 

（第６款 農林水産業費 第２項 畜産業費 １ 畜産振興費） 

予算額：(R4) － 千円 → (R5) ５，０００千円 

事業概要：価格高騰や入手困難が懸念されている化学肥料の使用削減を図りながら、県内畜産農

家等が供給する堆肥を原料とした有機質肥料の使用拡大を進めるため、有機質肥料を

製造する機械やほ場に散布する機械の導入を促進するとともに、有機質肥料を使った

栽培実証に取り組みます。 

 

⑩（新）県産ブランド和牛の輸出サプライチェーン構築支援事業 

（第６款 農林水産業費 第２項 畜産業費 １ 畜産振興費） 

予算額：(R4) － 千円 → (R5) ８，４４０千円 

事業概要：県内畜産業の収益確保と経営継続に向け、輸出拡大を図るため、輸出先候補国で開催

される食品見本市や展示会への出展、県内事業者と現地事業者とのＢtoＢマッチング

の機会創出により、新たなサプライチェーンの構築につなげます。 

 

⑪家畜衛生危機管理体制維持事業 

（第６款 農林水産業費 第２項 畜産業費 ２ 家畜保健衛生費） 

予算額：(R4) ２４２，４４９千円 → (R5) １５６，４４９千円 

事業概要：家畜保健衛生所の設備・備品の更新やメンテナンス等を行うとともに、野生イノシシ

の調査捕獲に取り組みます。  

 

⑫家畜衛生防疫事業 

（第６款 農林水産業費 第２項 畜産業費 ２ 家畜保健衛生費） 

予算額：(R4) ６２６，１１２千円 → (R5) ５７３，３２５千円 

   事業概要：農場への定期巡回や立入検査等による監視指導を強化するとともに、引き続き、飼養

豚に対する豚熱ワクチンの接種や野生イノシシの豚熱検査による感染状況の確認に取

り組みます。 

 

⑬（新）農業経営集約化促進事業 

（第６款 農林水産業費 第１項 農業費 13 農林漁業経営体育成費） 

予算額：(R4) － 千円 → (R5) ５，０９８千円 

事業概要：持続力の高い農業法人を確保・育成していくため、家族経営の個人農家や農業法人、

機械作業を担うオペレーターが高齢化している集落営農組織を中心に、合併や統合、

組織経営を行う農業法人や異業種企業などへの事業承継を進めることで、農業経営の

集約化を図ります。 

 

⑭農業経営近代化資金融通事業 

（第６款 農林水産業費 第１項 農業費 ７ 農水金融対策費） 

予算額：(R4) ７７，９８１千円 → (R5) ９２，８１２千円 

事業概要：農業者が経営改善を図るために必要な資金の調達を支援します。特に、コロナ禍に

おいて資材等の価格高騰により、影響を受けた農業者の経営継続を別途融資枠を設

けて支援します。  
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⑮三重の農業若き匠の里プロジェクト総合対策事業 

（第６款 農林水産業費 第１項 農業費 ５ 農林漁業担い手対策費） 

予算額：(R4) ６，８０１千円 → (R5) ４，１１４千円 

事業概要：県農業大学校に設置した「みえ農業版ＭＢＡ養成塾」において、雇用型インターンシ

ップと合わせ、経営学やフードマネジメントなどの講座を組み合わせた質の高い研修

プログラムのもと、若き農業ビジネス人材の育成に取り組みます。 

 

⑯家族農業プロジェクト生産技術向上推進事業 

（第６款 農林水産業費 第１項 農業費 ４ 農業振興費） 

予算額：(R4) ２，６４５千円 → (R5) １，９９３千円 

事業概要：家族農業の維持・継続に向け、米の生産安定と品質向上および作業の省力化を図るた

め、ドローンなどのスマート技術を取り入れた栽培実証と効果的な技術の普及に取り

組みます。  

 

⑰農業におけるワンデイワーク等多様な人材活用推進事業 

（第６款 農林水産業費 第１項 農業費 ４ 農業振興費） 

予算額：(R4) ２，６６２千円 → (R5) ２，０３０千円 

事業概要：小規模な家族農業における農繁期を中心とした労働力不足に対応するため、副業など

短時間労働を志向する人材を求人アプリ等で募集し活用を図るワンデイワーク（短

日・短時間労働の提供）の実証を進め、労働力確保の仕組みづくりにつなげます。 

 

⑱高度水利機能確保基盤整備事業 

（第６款 農林水産業費 第３項 農地費 ２ 土地改良費） 

予算額：(R4) １，２３０，８６２千円 → (R5) １，５００，９０７千円 

（   ２，５９０，４６２千円 →    ２，９６２，４０４千円 

※１月補正含みベース） 

事業概要：農地を集積し大規模経営に取り組んでいる農業経営体の効率的な営農の実現に向け、

ほ場の大区画化や用水路のパイプライン化などの農業生産基盤の整備に計画的に取

り組みます。 

 

⑲（一部新）大阪・関西万博を見据えた農林水産物販売チャンネル拡大推進事業 

（第６款 農林水産業費 第１項 農業費 ２ 農林水産振興費） 

予算額：(R4) ３，３３４千円 → (R5) １０，９１４千円 

事業概要：三重県が誇る農畜産物等を生かして、関西圏等のホテル・飲食店等へのプロモーショ

ンや三重県フェアの開催、県内のホテル・飲食店等と連携したメニューの提供などに

取り組み、大阪・関西万博を見据えた県産農畜産物等のさらなる魅力発信と、新たな

販売チャンネルの拡大を図ります。 
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⑳（新）みえの伝統農産物等の魅力発信事業 

（第６款 農林水産業費 第１項 農業費 ２ 農林水産振興費） 

予算額：(R4) － 千円 → (R5) ７，８１７千円 

事業概要：「みえの伝統野菜」等の県産農産物等を生かして、レシピサイトを活用したレシピコン

テスト等を開催することで、県産農産物等の魅力や生産者のこだわりなどを県内外に

発信するとともに、ホテルや飲食店への需要喚起を図ります。 

 

㉑戦略的ブランド化推進事業 

（第６款 農林水産業費 第１項 農業費 ２ 農林水産振興費） 

予算額：(R4) １０，８１８千円 → (R5) ２，３２９千円 

事業概要：県産農畜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るため、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、専門

家の派遣や研修会の開催により、ブランド化をめざす事業者を支援します。 

 

㉒みえフードイノベーション総合推進事業 

（第６款 農林水産業費 第１項 農業費 ４ 農業振興費） 

予算額：(R4) ４２，８４１千円 → (R5) ５８，５４５千円 

事業概要：県産農畜産物等の価値向上と販路の拡大に向け、新たな商品やサービスの開発を促進

するため、生産者や食品関連事業者、大学などのさまざまな主体が参画し連携する「み

えフードイノベーション・ネットワーク」におけるプロジェクト活動を進めます。ま

た、６次産業化に取り組む事業者が抱える課題を解決するため、三重県農山漁村発イ

ノベーションサポートセンターと連携し、きめ細かな支援に取り組みます。 

 

㉓食で生みだす絆づくり・輪づくり推進事業 

（第６款 農林水産業費 第１項 農業費 ２ 農林水産振興費） 

予算額：(R4) ３，０４１千円 → (R5) ６，４４５千円 

事業概要：地元の農業や農畜産物等が持つ価値を県民の皆さんに提供するため、「第４次三重県

食育推進計画」に基づき、市町や学校など多様な主体と連携し、食育や地産地消に関

する情報発信や県産農畜産物等を活用した給食用加工品の検討・開発に取り組みます。 
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施策６－２  

 

 

 

【主担当部局：農林水産部】 

施策の目標 

（めざす姿） 

公益的機能を重視した環境林においては、森林環境譲与税等を活用した公的な主体による適正な森

林管理が実行されています。また、持続的な木材生産のための生産林においては、カーボンニュート

ラルにつながる「植え、育て、収穫し、また植える」という緑の循環のため、生産性向上や林業人材

の確保・育成が進んでいます。さらに、県民の目にふれやすい公共施設の木造化を進めるとともに、

住宅、身のまわりの生活用品など、さまざまな場面において県産材の利用を進めるため、県民の皆さ

んが県産材の良さや木材利用の意義を理解しています。 

（課題の概要） 

林業および森林づくりにおいて、森林資源の大半が利用期を迎える一方で、木材需要や林業従事者

の減少により、適正な管理が行われない森林が増加することで、森林の有する公益的機能の低下が懸

念されています。 

 

現状と課題 

①管理不足の森林の増加によって、水源のかん養や国土の保全、地球温暖化防止等の森林の有する公

益的機能が十分に発揮されないことが懸念されるとともに、地球環境の変化により自然災害の発生

リスクが高まっています。このため、森林環境譲与税等を活用した森林整備を促進するとともに、

災害に強い森林づくりに向けた取組を進めているところであり、引き続き、これらの取組を着実に

進めていく必要があります。 

 

②令和４年８月に「Ｊ－クレジット制度」が改正され、森林由来のクレジット創出に必要な要件が緩

和されたことから、カーボンニュートラルの実現に貢献する森林整備を促進するため、Ｊ－クレジ

ット制度の有効活用に取り組んでいく必要があります。 

 

③林業の働く場としての魅力や生産性の向上に向けて、スマート技術の現場実装等に取り組んでいま

す。引き続き、労働災害発生率の低減や生産性の向上を図るため、林業のスマート化を推進すると

ともに、林業・木材産業の競争力強化に向けて、木材の生産基盤の整備を進めていく必要があります。  

 

④県内の森林資源の大半が本格的な利用期を迎えている一方で、住宅着工戸数が伸び悩んでいます。

引き続き、住宅等の建築物だけでなく、日常生活や事業活動の幅広い場面で県産材の利用を促進し

ていく必要があります。 

 

⑤開講から４年目を迎えた「みえ森林・林業アカデミー」において人材育成を進めています。ＳＤＧｓ

やカーボンニュートラルへの貢献など、森林・林業への関心が高まる中、引き続き、森林・林業の

振興や地域の活性化につなげるため、社会情勢の変化やニーズに対応し、新たな視点や多様な経営

感覚を備えた、次代を担う林業人材を確保・育成していく必要があります。 

 

 

林業の振興と森林づくり 
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⑥森林や木材が暮らしや経済に当たり前に取り入れられている社会づくりに向けて、「みえ森林教育

ビジョン」に基づく取組を進めています。引き続き、森林教育の裾野の拡大や子どもから大人まで

一貫した教育体系の構築に取り組み、森林づくりや木づかいを支える人材を育成していく必要があ

ります。 

 

令和５年度の取組方向 

①森林環境譲与税等を活用した森林整備がこれまで以上に進むよう、「みえ森林経営管理支援セン 

ター」を通じた市町の業務推進への支援や、少花粉スギおよびスギ・ヒノキ特定母樹の種子の生産

体制の強化等に取り組みます。また、災害に強い森林づくりに向けて、「みえ森と緑の県民税」を

活用して、流木となるおそれのある渓流沿いの樹木の伐採・搬出やライフライン沿いの危険木の事

前伐採を進めます。 

 

②カーボンニュートラルの実現に貢献する森林整備を促進するため、Ｊ－クレジットの活用推進に向

けた森林情報基盤の整備や、県行造林をモデルにした効率的な認証取得の実証に取り組むとともに、

Ｊ－クレジット制度の利用拡大を図るための普及啓発に取り組みます。 

 

③林業の働く場としての魅力や生産性の向上を図るため、産学官が連携してスマート技術の現場実装

に取り組みます。また、林業・木材産業の競争力強化に向けて、効率的な木材生産活動のための林

道の整備や林業研究所における研究開発、需要者ニーズに対応できる木材加工流通施設等の整備へ

の支援を進めます。 

 

④「みえ木材利用方針」に基づき、建築物や日常生活・事業活動など、幅広い場面における木材利用

を推進するため、県産材を目に見える形で活用した魅力的な建築物のコンクールや日常生活におい

て使用する県産木製品のコンテストの実施など情報発信に取り組みます。 

 

⑤新規就業者の確保に向けて、首都圏での林業就業セミナーや県内における林業体験ツアー、高校生

を対象とした林業経営体との就業相談会の開催等に取り組むとともに、「みえ森林・林業アカデ  

ミー」を中心に適正な森林管理や林業・木材産業の競争力強化に資する高いスキルを持った人材を

育成する体系的な研修を提供し、就業希望者から既就業者までの一貫した人材の確保・育成に取り

組みます。 

 

⑥森林づくりや木づかいを支える人材の育成に向けて、「みえ森林教育ビジョン」に基づき、小学生

向けの森林教育プログラムの作成や自然環境キャンプの指導者養成講座の開催等に取り組みます。

また、森林教育等の活動の相談窓口となる「みえ森づくりサポートセンター」を運営し、学校や地

域での活動の支援に取り組みます。 
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KPI（重要業績評価指標） 
 令和３年度 ４年度 ５年度 ８年度 

項目 
（項目の説明） 

 目標値 目標値 目標値 
現状値 実績値 実績値 実績値 

公益的機能増進森林整備面積（累計） 

 

（森林の公益的機能を高めることを

目的として、県や市町など公的な主

体が実施した間伐等の面積） 

 
7,700ha 

（４年度） 

10,900ha 

（５年度） 

22,540ha 

（８年度） 

5,258ha 

（３年度） 
－ － － 

県産材素材生産量  

 

（県内で生産される木材の供給量） 

 
410千㎥ 

（４年度） 

415千㎥ 

（５年度） 

424千㎥ 

（８年度） 

398千㎥ 

（３年度） 
－ － － 

公共施設の木造化率 

 

（県が整備する低層の公共建築物

（危険物貯蔵など施設の目的、機能

等から木造化が困難な施設は除く）

の木造化率） 

 
100％ 

（４年度） 

100％ 

（５年度） 

100％ 

（８年度） 

－ － － － 

木づかい宣言事業者数（累計） 

 

（三重県木づかい宣言事業者登録制

度に基づき登録を行う事業者の数） 

 
32者 

（４年度） 

40者 

（５年度） 

64者 

（８年度） 

30者 

（３年度） 
－ － － 

 

主な事業 

①新たな森林経営管理体制支援事業 

（第６款 農林水産業費 第４項 林業費 ９ 森林総務費） 

予算額：(R4) ４７，０２２千円 → (R5) ５３，５１０千円 

事業概要：森林環境譲与税等を活用した森林整備がこれまで以上に進むよう、「みえ森林経営管

理支援センター」を通じた市町の業務推進への支援や、少花粉スギおよびスギ・ヒノ

キ特定母樹の種子の生産体制の強化等に取り組みます。 

 

②造林事業 

（第６款 農林水産業費 第４項 林業費 ５ 造林費） 

予算額：(R4) ４１６，０７４千円 → (R5) ４２２，５９０千円 

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、およびカーボン

ニュートラルの実現に貢献するため、搬出間伐や主伐後の再造林などの森林整備、獣

害防護柵、森林作業道の整備等を支援します。 

 

③みえ森と緑の県民税市町交付金事業 

（第６款 農林水産業費 第４項 林業費 ８ 緑化対策費） 

  予算額：(R4) ６２９，５７０千円 → (R5) ５９０，４５２千円 

事業概要：「みえ森と緑の県民税」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、面的な森林整備や植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

う交付金を交付します。 
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④災害に強い森林づくり推進事業 

（第６款 農林水産業費 第４項 林業費 ５ 造林費） 

予算額：(R4) ３８０，０００千円 → (R5) ３５９，９６０千円 

事業概要：｢みえ森と緑の県民税｣を活用し、「災害に強い森林づくり」を進めるため、流木とな

るおそれのある渓流沿いの樹木の伐採・搬出や、渓流内に堆積した土砂や流木の除去

を行います。 

 

⑤（新）カーボンニュートラルの実現に向けた林業ＧＸ推進事業 

（第６款 農林水産業費 第４項 林業費 ９ 森林総務費） 

予算額：(R4) － 千円 → (R5) ２２，７００千円 

事業概要：Ｊ－クレジットの活用推進に向けた森林情報基盤の整備や、県行造林をモデルにした

効率的な認証取得の実証など、ＣＯ２吸収機能を有する森林の付加価値を高めるための

林業ＧＸを推進します。 

 

⑥森林情報基盤整備事業 

（第６款 農林水産業費 第４項 林業費 ９ 森林総務費） 

予算額：(R4) １５３，２２５千円 → (R5) １６０，１１８千円 

事業概要：災害に強い森林づくりを効果的に進めるため、航空レーザ測量を実施して森林資源等

の詳細な情報を取得し、客観的な評価に基づく整備が必要な森林の把握等を行います。 

 

⑦ＬＰＷＡＮ等を活用したスマート林業推進事業 

（第６款 農林水産業費 第４項 林業費 ９ 森林総務費） 

予算額：(R4) ９，７６３千円 → (R5) ７，８１０千円 

事業概要：低消費電力かつ長距離通信技術であるＬＰＷＡＮ通信を活用した労働安全性の向上や、

スマート技術を活用した生産性向上の取組成果の検証と普及を行うとともに、スマー

ト林業の導入に取り組む事業者を支援します。 

 

⑧林道事業 

（第６款 農林水産業費 第４項 林業費 ６ 林道費） 

予算額：(R4) ８３２，１８０千円 → (R5) ８６７，１３０千円 

（  １，０００，１８０千円 →    ９４０，９３０千円 ※１月補正含みベース） 

事業概要：木材の生産や搬出に必要な林道および災害時に市町道等の代替路となる林道を開設す

るとともに、輸送力の向上と通行の安全の確保等を図るため、既設林道の改良等を実

施します。 

 

⑨（一部新）「もっと県産材を使おう」推進事業 

（第６款 農林水産業費 第４項 林業費 ２ 林業振興指導費） 

予算額：(R4) １０，９６４千円 → (R5) ３３，１５９千円 

事業概要：県産材の利用拡大を図るため、「三重の木」等県産材の情報発信や首都圏等都市部での

ＰＲ活動のほか、木造非住宅建築物の設計支援、県産材を活用した建築物のコンクー

ル等に取り組みます。  

 

 

 

117



⑩豊かな暮らしを創る身近な「三重の木づかい」推進事業 

（第６款 農林水産業費 第４項 林業費 ２ 林業振興指導費） 

予算額：(R4) ９，９１６千円 → (R5) ６，５８８千円 

事業概要：「みえ木材利用方針」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、日常生活において使用する県産木製品のコンテストや、木製品を題材にした森林

の循環利用とＳＤＧｓとの関係を学ぶツアーの開催等に取り組みます。 

 

⑪（一部新）林業担い手総合対策事業 

（第６款 農林水産業費 第４項 林業費 １ 林業総務費） 

予算額：(R4) ３，４２２千円 → (R5) ８，６５８千円 

事業概要：林業への新規就業者を確保するため、首都圏等での就業相談会やセミナーの開催、高

校生を対象とした職場体験研修や就業相談会等を開催します。また、林業の労働安全

性を高めるための指導員の養成や巡回指導を支援します。 

 

⑫みえ森林・林業アカデミー運営事業 

（第６款 農林水産業費 第４項 林業費 １ 林業総務費） 

予算額：(R4) ４２，７９８千円 → (R5) ４５，０１２千円 

事業概要：「みえ森林・林業アカデミー」において、主に既就業者を対象とした基本コース、市

町職員向け講座を実施するとともに、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。 

 

⑬森を育む人づくりサポート体制整備事業 

（第６款 農林水産業費 第４項 林業費 ８ 緑化対策費） 

予算額：(R4) ７６，３６９千円 → (R5) ７７，０４１千円 

事業概要：子どもから大人まで一貫した森林教育を進めるため、各年代・対象に応じた講座や森

林教育シンポジウムの開催、小学生向け森林教育プログラムの作成等に取り組みます。

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「み

え森づくりサポートセンター」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に取り組みます。 
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施策６－３  

 

 

 

【主担当部局：農林水産部】 

施策の目標 

（めざす姿） 

県産水産物の安定供給につなげるため、気候変動に対応した養殖品種の改良や管理技術の開発、科

学的知見に基づいた水産資源の適切な管理、新規就業者の定着が進んでいます。また、漁村の活力が

高まり、持続的な水産業が行われるよう、漁港施設の耐震・耐津波対策をはじめとする生産基盤の整

備が進んでいます。加えて、県産水産物について、消費者に魅力が発信されるよう、国内外における

取扱い先が拡大しています。 

（課題の概要） 

漁業従事者の減少や高齢化に加え、気候変動による海洋環境の変化や水産資源の低迷など、厳しい

状況が続いていることから、水産物の供給量の減少が懸念されています。 

 

現状と課題 

①本県の海面養殖業は、高水温化や餌不足などの海洋環境の変化により、収獲量が減少し、事業継続

が厳しくなっていることから、高水温に耐性がある品種や養殖管理技術の開発等に取り組んでいま

す。引き続き、海洋環境の変化に適応した養殖業の確立に向け、技術開発等を進める必要があります。  

 

②伊勢湾では、水質の改善が図られる一方で、黒ノリの生育に必要な栄養塩類不足による色落ち被害

や、アサリをはじめとする水産資源の減少が深刻になっています。このため、きれいで豊かな伊勢

湾の再生に向け、流域下水処理場の栄養塩類管理運転の効果調査や、色落ちしにくい黒ノリ品種の

開発、干潟・浅場の造成等に取り組んでいます。引き続き、これらの取組を進めるとともに、特に、

被害が大きい黒ノリの色落ち対策を強化する必要があります。 

 

③海女漁業の主な漁獲物であるアワビをはじめ、多くの沿岸水産資源の漁獲量が減少していることか

ら、科学的知見をふまえた資源評価に基づく漁業者による適切な資源管理の促進や、重要魚種の種

苗生産と放流等に取り組んでいます。引き続き、水産資源の維持および増大に向け、資源評価対象

種の拡大や効果的な種苗放流に取り組む必要があります。 

 

④燃油・漁業用資材・養殖用配合飼料の価格高騰や漁業生産量の減少の影響を受けた漁業者に対し、

経営支援や漁業コストの低減に向けた支援に取り組んでいます。引き続き、燃油の高騰などの影響

を受けた漁業経営の維持やスマート技術の活用による生産性の向上に取り組む必要があります。 

 

⑤新たな担い手の確保・育成に向け、就業相談や漁師塾への支援等に取り組むとともに、本年度から、

本県の漁業等についてオンラインで学べる「みえ漁師 Seeds」を運営しています。引き続き、担い

手の円滑な確保・育成のため、取組を充実させていく必要があります。 

 

⑥南海トラフ地震発生の緊迫度が増すとともに、大型化する台風や豪雨による自然災害が頻発・激甚

化する中、多くの漁港施設の老朽化が進んでいることから、防災・減災に向けた施設の機能強化を

進めています。引き続き、防災・減災に向けた取組を計画的に進めていく必要があります。 

水産業の振興 
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⑦水産生物の生息場や水質浄化機能など、重要な役割を担っている藻場の減少が進んでいることから、

その要因の把握や、食害防止対策の検討、沿岸域での藻場造成等に取り組むとともに、漁業者を中

心とした活動組織が行う藻場の保全活動を支援しています。引き続き、関係機関と連携しながら、

藻場の再生に取り組む必要があります。 

 

⑧県民にとって重要なレクリエーションの場である内水面地域の活性化を図るため、内水面漁業協同

組合等が行う、稚アユ放流や、カワウの食害対策、集客イベント、子どもへの河川環境教育等の取

組を支援しています。引き続き、水産資源の増殖や遊漁者確保の取組等への支援を通じて、内水面

地域の活性化を図る必要があります。 

 

⑨水産資源の減少や魚価の低迷、漁業コストの増加による収益の悪化から、漁業経営が厳しくなって

います。県産水産物のサプライチェーンの構築や付加価値を高めることにより、魚価の向上を図り、

漁業者の収入確保につなげる必要があります。 

 

令和５年度の取組方向 

①海洋環境の変化に適応した養殖業を確立するため、真珠養殖では官民が連携してアコヤガイの高水

温耐性種苗の生産、カキ養殖では高水温化に適応する養殖技術の開発、魚類養殖では免疫機能を高

める新たな飼料の開発、藻類養殖では青ノリの天然の種を確実に網に付ける技術の開発に取り組み

ます。 

 

②きれいで豊かな伊勢湾の再生に向け、栄養塩類管理運転の効果調査や、水産生物の生息場となる干

潟・浅場の造成等に取り組みます。加えて、黒ノリの色落ち被害や養殖初期の生育不良への対策と

して、養殖漁場等における施肥による色調向上や生育促進に取り組みます。 

 

③水産資源の維持および増大に向けて、本県の重要な沿岸水産資源 10種（新規３種、再評価７種）の

資源評価や、資源が低迷しているアサリの種苗生産および大規模中間育成試験等に取り組みます。 

 

④漁業者が借り入れる制度資金に対する利子補給等の経営支援に取り組むとともに、水産業の生産性

向上に向け、水産研究所と普及組織を中心に、産学官が連携し、スマート技術の現場実装に取り組

みます。 

 

⑤新規就業者の確保・育成を図るため、引き続き、就業相談や漁師塾への支援等に取り組むとともに、

「みえ漁師 Seeds」のカリキュラム充実や積極的な周知に取り組みます。 

 

⑥災害に強い水産基盤の整備に向け、漁港施設の地震や津波、高潮への対策および施設の老朽化対策

を計画的に進めます。 

 

⑦本県沿岸で減少している藻場の再生に向け、モニタリング調査による減少要因の把握や食害防止対

策、藻場造成等に取り組むとともに、漁業者を中心とした活動組織が行う藻場の保全活動を支援し

ます。 
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⑧水産物の供給や多面的機能の発揮などの役割を果たしている内水面地域の活性化に向け、引き続き、

内水面漁業協同組合等が行う、稚アユ放流などの資源増殖の取組、遊漁者へのプロモーション活動

や、子どもへの河川環境教育や河川に親しむ機会の提供などの遊漁者確保の取組を支援します。 

 

⑨県産水産物の消費拡大に向けたサプライチェーンの構築と恒常的な販路の確保を図るため、大都市

圏での定期的な水産物フェアの開催や県産水産物の魅力発信のための支援に取り組むとともに、県

内水産事業者の輸出支援に取り組みます。 

 

KPI（重要業績評価指標） 

 
 令和３年度 ４年度 ５年度 ８年度 

項目 
（項目の説明） 

 目標値 目標値 目標値 
現状値 実績値 実績値 実績値 

海面養殖業産出額 

 

（本県の海面で養殖された魚類、貝

類、藻類等の産出額） 

 

16,200 

百万円 

（３年） 

17,539 

百万円 

（４年） 

21,558 

百万円 

（７年） 

14,860 

百万円 

（２年） 

－ － － 

資源評価対象魚種の漁獲量 

 

（資源評価に基づき適切な管理を行

う 20 魚種の漁獲量） 

 
2,682ｔ 

（３年） 

2,768ｔ 

（４年） 

3,026ｔ 

（７年） 

2,596ｔ 

（２年） 
－ － － 

新規漁業就業者数 

 

（45 歳未満の新規漁業就業者数） 

 
48人 

（４年度） 

50人 

（５年度） 

56人 

（８年度） 

40人 

（３年度） 
－ － － 

耐震・耐津波対策を実施した拠点漁

港の施設整備延長（累計） 

 

（県管理の生産・流通拠点漁港にお

ける耐震・耐津波対策を実施した施

設の整備延長） 

 

 
670ｍ 

（４年度） 

720ｍ 

（５年度） 

870ｍ 

（８年度） 

620ｍ 

（３年度） 
－ － － 

新たな水産物の輸出取引件数（累計） 

 

（県農林水産物・食品輸出促進協議

会水産部会員による新たな輸出取引

件数） 

 

 
23件 

（４年度） 

26件 

（５年度） 

35件 

（８年度） 

20件 

（３年度） 
－ － － 
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主な事業 

①気候変動に適応する強靱な新養殖事業 

（第６款 農林水産業費 第５項 水産業費 １ 水産業振興費） 

予算額：(R4) １６，０００千円 → (R5) １２，２９９千円 

事業概要：気候変動に伴う高水温化に対応した養殖品種や養殖管理技術を開発することで、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靱な養殖業を

実現します。 

 

  ②（新）真珠産業における生産から販売までオール三重体制強化事業 

（第６款 農林水産業費 第５項 水産業費 １ 水産業振興費） 

予算額：(R4) － 千円 → (R5) ２，５００千円 

事業概要：県産真珠の生産量の増大に向け、生存率の向上やへい死のリスク分散が期待できるア

コヤガイ稚貝の秋季の供給を行います。また、需要拡大を図るため、県内外のイベン

トを通じた本県のサステナブルな真珠養殖の魅力発信を行います。 

   

③（新）新魚種導入による魚類養殖の生産性向上事業 

（第６款 農林水産業費 第５項 水産業費 １ 水産業振興費） 

予算額：(R4) － 千円 → (R5) ５，１９５千円 

事業概要：魚類養殖の経営改善や新たなブランド魚の創出による地域活性化に向け、養殖期間が

短く、付加価値が高いマサバの養殖技術の開発に取り組みます。 

 

④漁場生産力向上対策事業 

（第６款 農林水産業費 第５項 水産業費 １ 水産業振興費） 

予算額：(R4) ２３，１９５千円 → (R5) ２８，７９５千円 

事業概要：伊勢湾における漁業生産力の強化に向け、流域下水処理場で行う栄養塩類管理運転の

効果把握調査を実施するとともに、伊勢湾の持続的な生物生産に必要な対応策を検討

します。 

 

⑤伊勢湾アサリ漁業環境基盤整備事業 

（第６款 農林水産業費 第５項 水産業費 ６ 水産基盤整備費） 

予算額：(R4) ２１，０００千円 → (R5) ５９，８５０千円 

事業概要：伊勢湾におけるアサリ漁業等の漁業生産力および浅海域における水質浄化機能の回復

を図るため、干潟・浅場の造成に取り組みます。 

 

⑥（新）黒ノリの色落ち緊急対策事業 

（第６款 農林水産業費 第５項 水産業費 １ 水産業振興費） 

予算額：(R4) － 千円 → (R5) １０，０６３千円 

事業概要：伊勢湾の基幹産業である黒ノリ養殖において、栄養塩類不足による色落ち被害が深刻

化していることから、施肥による色調改善や生育促進に取り組みます。 
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⑦資源評価調査事業 

（第６款 農林水産業費 第５項 水産業費 10 水産業試験研究費） 

予算額：(R4) ３３，２０１千円 → (R5) ３９，５９２千円 

事業概要：日本周辺および本県沿岸における重要水産資源の資源評価や資源動向の予測、最適な

資源管理手法の検討のため、国や関係都道府県と連携して、海洋環境や漁獲実態等の

調査を行います。 

 

⑧イカナゴ等重要資源調査・種苗生産事業 

（第６款 農林水産業費 第５項 水産業費 ５ 資源管理費） 

予算額：(R4) ７，３１０千円 → (R5) ５，０００千円 

事業概要：漁獲量が低迷している伊勢湾のイカナゴの資源回復に向け、親イカナゴ資源の現況調

査および他海域の親イカナゴを用いた採卵技術の開発と種苗生産試験を実施します。

また、イカナゴ以外の重要水産資源の資源評価と、その結果を基にした資源管理のブ

ラッシュアップに取り組みます。 

 

⑨アサリ等二枚貝類資源の回復対策事業 

（第６款 農林水産業費 第５項 水産業費 ５ 資源管理費） 

予算額：(R4) ６，６００千円 → (R5) ２０，６７６千円 

事業概要：資源の低迷が続いているアサリ等の資源回復に向け、アサリの人工種苗生産と中間育

成試験を行うとともに、漁業者による資源増加を目的とした活動を支援します。また、

ハマグリの種苗生産に必要な施設の整備を行います。 

 

⑩漁業近代化資金融通事業 

（第６款 農林水産業費 第５項 水産業費 11 水産業経営対策費） 

予算額：(R4) ７９，３１９千円 → (R5) ６２，８３１千円 

事業概要：漁業者の経営改善を図るため、設備・運転資金等の借入れに対する融資への利子補給

措置等を講じます。 

 

⑪（新）水産業スマート化推進事業 

（第６款 農林水産業費 第５項 水産業費 １ 水産業振興費） 

予算額：(R4) － 千円 → (R5) ５６６千円 

事業概要：漁業者、水産関係団体、大学、企業等と連携して、漁業の生産性や作業効率の向上、

働き方改革につながるスマート水産業の社会実装を促進します。 

 

⑫地域水産業担い手確保事業 

（第６款 農林水産業費 第５項 水産業費 11 水産業経営対策費） 

予算額：(R4) ５，０５２千円 → (R5) ３，８７８千円 

事業概要：既存の漁師塾を補完するオンライン漁師育成機関を運営し、都市部の若者などの円滑

な就業・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。 
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⑬県営漁港施設機能強化事業 

（第６款 農林水産業費 第５項 水産業費 ６ 水産基盤整備費） 

予算額：(R4) １１９，７００千円 → (R5) ３２５，５００千円 

（   １９２，７００千円 →    ６１９，５００千円 ※１月補正含みベース） 

事業概要：南海トラフ地震等の大規模自然災害による高潮・波浪・津波に備えるため、防波堤の

嵩上げや耐震・耐津波対策に取り組みます。 

 

⑭県営水産物供給基盤機能保全事業 

（第６款 農林水産業費 第５項 水産業費 ６ 水産基盤整備費） 

予算額：(R4) ２２４，７００千円 → (R5) ９４，５００千円 

（   ２７８，６５０千円 →   １８８，５００千円 ※１月補正含みベース） 

事業概要：老朽化が進む漁港施設の長寿命化のため、機能保全計画に基づき、本来の機能が発揮

できるよう保全工事に取り組みます。 

 

⑮海女漁業等環境基盤整備事業 

（第６款 農林水産業費 第５項 水産業費 ６ 水産基盤整備費） 

予算額：(R4) ４７０，４００千円 → (R5) ４６５，６７５千円 

事業概要：海女漁業等の漁業生産力および浅海域における水質浄化機能の回復を図るため、藻場

の造成に取り組みます。 

 

⑯内水面水産資源の回復促進事業 

（第６款 農林水産業費 第５項 水産業費 ５ 資源管理費） 

予算額：(R4) ２０，０００千円 → (R5) ２０，０００千円 

事業概要：内水面地域において、ドローン等を活用したカワウ対策、オンラインでのプロモーシ

ョン活動等による遊漁者確保の取組、稚アユの放流による内水面水産資源の回復に向

けた取組を支援します。 

 

⑰（新）県産水産物販売チャンネル拡大推進事業 

（第６款 農林水産業費 第５項 水産業費 １ 水産業振興費） 

予算額：(R4) － 千円 → (R5) ３１，９６０千円 

事業概要：大都市圏の量販店での県産水産物フェアの開催や魅力発信など、恒常的な販路の確保

につながるサプライチェーンの構築に取り組むことで、県産水産物の販売チャンネル

の拡大を図ります。 

 

⑱現地ニーズに対応した水産物輸出体制構築事業 

（第６款 農林水産業費 第５項 水産業費 １ 水産業振興費） 

予算額：(R4) ２，１５０千円 → (R5) ２，３９０千円 

事業概要：県産水産物の輸出を拡大するため、輸出先国のニーズに対応した商品の改良を行い、

新たな販路開拓を図ります。 
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施策６－４  

 

 

 

【主担当部局：農林水産部】 

施策の目標 

（めざす姿） 

多くの人が住みたい、住み続けたい、あるいは訪れたいと感じる心豊かで安心できる、持続性のあ

る農山漁村づくりを進めるため、農山漁村の有する地域資源の保全・活用により、多様な雇用機会と

所得が確保されるとともに、安心して暮らせる生活環境の整備が進んでいます。 

（課題の概要） 

農山漁村の人口減少や高齢化による集落機能の低下により、国土の保全、水源のかん養、自然環境

の保全、良好な景観の保全、文化の伝承といった農山漁村の持つ多面的機能の発揮に支障が生じてい

ます。 

 

現状と課題 

①農山漁村は自然、景観、食文化等、多彩な地域資源を有していますが、人口減少・高齢化の進行や

人材不足等からその魅力を十分に生かしきれていません。このため、農山漁村の魅力的な地域資源

を発掘し、さまざまな主体との連携による取組を推進するとともに、地域の担い手を拡大するなど、

農山漁村の活性化を図る必要があります。 

 

②農山漁村の人口減少や高齢化による集落機能の低下により、農山漁村が本来持っている、国土の保

全、水源のかん養、自然環境の保全、良好な景観の保全、文化の伝承といった多面的機能の発揮に

支障が生じています。引き続き、これらの多面的機能の維持・発揮に向けて取り組む必要があります。 

 

 ③集中豪雨等の自然災害が一層頻発化・激甚化する中、農業用ため池における堤体の決壊や排水機場

の機能低下等により、農村地域に被害を及ぼすおそれがあります。安全で安心に暮らせる持続可能

な農村づくりを進めるため、引き続き、ハード・ソフトの両面から防災・減災対策に取り組む必要

があります。また、中山間地域等では、農村に人が安心して住み続けられるよう生活環境を整備す

ることが必要です。 

 

④野生鳥獣による農林水産業被害は、集落ぐるみの被害対策を進めることにより着実に減少していま

すが、依然として被害軽減が実感されていない集落があることに加え、列車等との衝突や人への危

害など生活被害も発生しています。このため、さらなる獣害対策を推進していくとともに、捕獲し

た野生獣を有効に生かす獣肉等の利活用を図る必要があります。 

 

令和５年度の取組方向 

 

①農山漁村地域における所得と雇用機会の確保を図るため、さまざまな主体と連携し、豊かな自然、

農林水産物、歴史・文化等農山漁村の地域資源を生かしたビジネス創出のための人材育成に取り組

みます。 

 

 

 

農山漁村の振興 
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 ②農業・農村の持つ多面的機能を発揮させるため、若い世代や企業といった地域内外のさまざまな主

体の参画を促すとともに、農地・水路・農道等の地域資源の維持・保全活動や、中山間地域等にお

ける持続的な農業生産活動、環境保全効果の高い営農活動を支援します。 

 

 ③安全・安心な農村づくりに向け、「防災・減災、国土強靱化５か年加速化対策」を積極的に活用し、

農業用ため池や排水機場の豪雨・耐震化対策および長寿命化などのハード対策をより一層加速させ

るとともに、管理体制の強化や適切な維持管理などのソフト対策を促進します。さらに、ため池の

低水位管理による洪水調節機能の強化を図り、流域治水に取り組みます。また、中山間地域等に安

心して住み続けられるよう集落道等の生活インフラの整備を推進し、農村生活の利便性や快適性の

向上に取り組みます。 

 

 ④野生鳥獣による農林水産業被害および生活被害のさらなる減少に向けて、関係機関と連携を図りな

がら、「被害対策」、「生息管理」、「体制づくり」を進めるとともに、県が主体となった捕獲を実施

します。また、捕獲した野生獣を有効に活用するため高品質で安全・安心なみえジビエの普及拡大

に取り組みます。 

 

 

⑤県南部地域の大型集客施設と連携し、農山漁村地域ならではの「食」、「泊」、「体験」を楽しむ農泊

の取組を推進するとともに、農泊を持続可能なビジネスとして強化することで、農山漁村地域の活

性化を図ります。 
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KPI（重要業績評価指標） 

 
 令和３年度 ４年度 ５年度 ８年度 

項目 
（項目の説明） 

 目標値 目標値 目標値 
現状値 実績値 実績値 実績値 

農山漁村における所得・雇用機会の

確保につながる新たな取組数（累計） 

 

（農山漁村地域における多彩な地域

資源を生かした農林漁業体験民宿や

農家レストラン、直売施設の立ち上

げ等、所得・雇用機会の確保につな

がる新たな取組数） 

 

 
57取組 

(４年度) 

74取組 

（５年度） 

125取組 

（８年度） 

40取組 

（３年度） 
－ － － 

ため池および排水機場の整備により

被害が未然に防止される面積 

 

（豪雨・耐震化対策および長寿命化

の緊急性が高い農業用ため池および

排水機場の整備が進められることに

よる被害が未然に防止される面積） 

 

 
4,169ha 

(４年度) 

4,414ha 

（５年度） 

5,775ha 

（８年度） 

3,996ha 

（３年度） 
－ － － 

野生鳥獣による農林水産業被害金額 

 

（ニホンジカ、イノシシ、ニホンザ

ルによる農林水産業の被害金額） 

 
310百万円 

（３年度） 

304百万円 

（４年度） 

284百万円 

（７年度） 

316百万円 

（２年度） 
－ － － 

 

主な事業 

 

①地域資源活用型ビジネス展開事業 

（第６款 農林水産業費 第３項 農地費 ７ 中山間振興費） 

予算額：(R4) ３，４９４千円 → (R5) ２，７０４千円 

事業概要：農山漁村地域における所得と雇用機会の確保を図るため、地域資源を活用したビジネ

スに取り組む人材の育成や、多様な主体が連携して地域の魅力をより実感できる農泊

（農山漁村滞在型旅行）を提供できる組織づくり、情報発信による支援などに取り組

みます。 

 

②多面的機能支払事業 

（第６款 農林水産業費 第３項 農地費 ８ 農村振興費） 

予算額：(R4) １，１０３，８６４千円 → (R5) 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･発揮を図るため、農地・水路・農道等の地域資

源の維持・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。 
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  ③中山間地域等直接支払事業 

（第６款 農林水産業費 第３項 農地費 ７ 中山間振興費） 

予算額：(R4) ２２９，５７０千円 → (R5) ２４６，１６５千円 

事業概要：中山間地域等における多面的機能の維持・発揮を図るため、農業の生産条件の不利性

を補正する直接支払を実施するとともに、将来にわたって営農が継続される体制の整

備に取り組みます。 

 

④県営ため池等整備事業 

（第６款 農林水産業費 第３項 農地費 ３ 農地防災事業費） 

予算額：(R4) ７８０，８５０千円 → (R5) ７６９，０２４千円 

（ １，４１０，９８０千円 →  １，４１２，５９７千円 ※１月補正含みベース） 

事業概要：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。 

 

⑤団体営ため池等整備事業 

（第６款 農林水産業費 第３項 農地費 ３ 農地防災事業費） 

予算額：(R4) ７１４，８４８千円 → (R5) ３５２，５６７千円 

（ １，４２７，９１５千円 →    ８５１，３５０千円 ※１月補正含みベース） 

事業概要：決壊した際、人家等に被害が及ぶおそれのある農業用ため池の豪雨・耐震調査や整備

にかかる実施計画の策定を支援します。 

 

⑥基幹土地改良施設防災機能拡充保全事業 

（第６款 農林水産業費 第３項 農地費 ３ 農地防災事業費） 

予算額：(R4) ６６２，２０８千円 → (R5) １，３８３，４４４千円 

（   ９８８，３３５千円 →    ２，３０２，３２８千円 

※１月補正含みベース） 

事業概要：集中豪雨等の自然災害から生命や財産を守るため、排水機場の整備に取り組みます。 

 

⑦県営中山間地域総合整備事業 

（第６款 農林水産業費 第３項 農地費 ７ 中山間振興費） 

予算額：(R4) ８８９，４３６千円 → (R5) ６０６，３３３千円  

 （   ８８９，４３６千円 →    ７１７，２８５千円 ※１月補正含みベース） 

事業概要：中山間地域等の条件不利を解消するため、地域の特性を生かした農業生産基盤の整備

を効率的に行うとともに、集落道路等の農村生活環境の整備を総合的に推進します。 

 

⑧獣害につよい地域づくり推進事業 

（第６款 農林水産業費 第１項 農業費 12 農業経営対策費） 

予算額：(R4) ３１６，７４７千円 → (R5) ２８５，８５７千円 

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、鳥獣被害防止施設

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。 
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⑨野生イノシシ捕獲強化事業 

（第６款 農林水産業費 第１項 農業費 12 農業経営対策費） 

予算額：(R4) ６０，０００千円 → (R5) 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。 

 

⑩みえジビエの消費拡大に向けた「みえモデル」構築事業 

（第６款 農林水産業費 第１項 農業費 12 農業経営対策費） 

予算額：(R4) ７，４９０千円 → (R5) ９，１９３千円 

事業概要：高品質で安全・安心なみえジビエの普及拡大を図るため、衛生・品質管理マニュアル

の周知や登録制度の適正な運用により、安定的な供給体制を構築するとともに、商品

開発や販路拡大に取り組みます。 

 

 

⑪（新）みえのさと体験推進事業 

（第７款 商工費 第１項 商工業費 10 観光振興費） 

予算額：(R4)  ― 千円 → (R5) １０，１７６千円 

事業概要：来訪客の農山漁村地域での周遊化を図るため、県南部地域の大型集客施設と連携し、

農山漁村地域ならではの「食」、「泊」、「体験」を楽しむ農泊の周遊プランの造成や、

自然を生かした体験の促進に向けた取組を行います。 

 

⑫（新）農泊の推進・レベルアップ事業 

（第７款 商工費 第１項 商工業費 10 観光振興費） 

予算額：(R4)  ― 千円 → (R5) １，０２８千円 

事業概要：農泊実践者を対象として、農山漁村の地域資源を活用したビジネスや交流事業等に取

り組む農山漁村地域間の相互連携を促すためのテーマ別研修会を開催します。 
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施策７－１  

 

 

 

【主担当部局：雇用経済部】 

施策の目標 

（めざす姿） 

中小企業・小規模企業の事業継続や雇用確保など経営基盤を強化するため、経営課題の解決に向け

た道筋となる計画に基づき、生産性の向上や販路開拓、業態転換等をはじめ、事業承継や創業など新

陳代謝を促す取組が進んでいます。 

（課題の概要） 

人口減少による国内市場の縮小やコロナ禍がもたらした生活様式の変化等により、企業のビジネス

にも変化が求められています。 

また、中小企業・小規模企業において経営者の高齢化が進み、担い手の確保が難しくなる中、後継

者不足や労働力不足による廃業の増加が懸念されます。 

 

現状と課題 

①新型コロナウイルス感染症の影響が残る中、原油価格や物価高騰の影響が重なり、中小企業・小規

模企業を取り巻く経営環境は厳しい状態が続いています。中小企業・小規模企業が、生産性向上や

販路拡大等の経営課題に自ら気づき、課題を克服できるよう、経営計画を策定し、経営力の向上を

めざす取組や、新たな取引機会の拡大に向けた取組に対する支援が必要となっています。 

 

②中小企業・小規模企業の顕彰制度として、持続可能性の高い経営に取り組む企業を表彰する「三重

のサステナブル経営アワード」を実施しています。持続可能性の高い経営に取り組む企業の裾野拡

大につなげるため、引き続きアワードを実施するとともに、他の県内企業のモデルとなる受賞企業

の取組を広く周知していく必要があります。 

 

③コロナ禍やエネルギー・原材料価格等高騰の影響を緩和し、乗り越えようとする中小企業・小規模

企業の生産性向上や業態転換に向けた取組を支援するため、令和４年度は生産性向上・業態転換支

援補助金を３回に渡って公募し、合計 1,010件の事業を採択しました。エネルギー・原材料価格等

高騰による影響の先行きは見通せず、引き続きアフターコロナを見据えた経営向上に向けた支援が

必要となっています。 

 

④経済産業大臣が認定する「事業継続力強化計画」の県内中小企業数に占める認定企業の割合（2.76％、

令和４年 11月末現在）は全国１位となっているものの、三重県事業所アンケート（令和４年７月）

によれば、中小企業・小規模企業の事業継続計画（ＢＣＰ）策定率は、22.9％にとどまっています。

今後も、中小企業・小規模企業による事業継続計画（ＢＣＰ）の策定を促進するとともに、新たな

感染症の発生もリスクとして認識し、あらかじめ対策を講じていく必要があります。 

 

⑤コロナ禍の長期化に加え、原油価格・物価高騰による影響を受けた中小企業・小規模企業において

は、事業継続に向けた手厚い資金繰り支援が必要です。また、人口減少が進行する中、地域の活力

を維持し、地域課題の解決や雇用の増大を図るため、スタートアップなど新たな産業の担い手や第

二創業経営者等の事業成長に向けた支援を行う必要があります。 

中小企業・小規模企業の振興 
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⑥新型コロナウイルス感染症や原油・原材料価格高騰の影響を受け、多額の資金を借り入れた事業者

が、借入を順調に返済し、事業を継続できるよう、経営改善の取組を支援するとともに、地域の核

となる中小企業が脆弱化した財務基盤を強化し、経営体力を回復できるよう、効果的な資本支援を

実施する必要があります。 

 

⑦県内企業の後継者不在率は、29.4％（令和４年 11月）と全国で最も低い割合となっており、「三重

県事業承継ネットワーク」による取組の成果が現れています。しかしながら、経営者の平均年齢は

高齢化が止まらず、依然として事業承継は喫緊の課題となっています。今後、子が親の事業を継ぐ

親族承継は減少が予想される中、第三者承継（従業員承継やＭ＆Ａ）の仕組みを有効に活用してい

く必要があります。 

 

令和５年度の取組方向 

①中小企業・小規模企業が、新型コロナウイルス感染症や原油価格・物価高騰による影響を乗り越え、

経営力の向上につなげられるよう、「三重県版経営向上計画」を活用しつつ、商工会、商工会議所、

三重県中小企業団体中央会等の商工団体や公益財団法人三重県産業支援センターと連携し、引き続

き伴走型の支援を行っていきます。また、県内中小企業・小規模企業の新たな取引機会の拡大に資

するため、関係機関とも連携しながら、多様な手法で市場開拓の場を提供します。 

 

②持続可能性の高い経営に取り組む県内企業の裾野拡大につなげるため、引き続き「三重のサステナ

ブル経営アワード」を実施するとともに、受賞企業の取組を周知します。 

 

③コロナ禍やエネルギー・原材料価格等高騰の影響を乗り越えようとする中小企業・小規模企業の前

向きな経営向上の取組を、商工団体、三重県産業支援センター等と連携しながら、生産性向上・業

態転換支援補助金等を活用して支援していきます。 

 

④引き続き、商工会・商工会議所や市町と連携して、中小企業・小規模企業の事業継続計画（ＢＣＰ）

の策定を支援します。特に、事業継続計画（ＢＣＰ）策定の際には、自然災害のみならず、感染症

もリスクとして認識し、これらに備えた事前の対策が進むよう啓発・支援を行っていきます。 

 

⑤中小企業・小規模企業の事業継続に支障が生じないよう手厚い資金繰り支援を行うとともに、事業

者が感染症の影響やＤＸ・脱炭素化等の新たな経営課題を克服し、再成長に向けて取り組む設備投

資に関して資金面から支援を行います。県内産業を活性化する新たな事業を創出・育成するため、

次代を担う起業家や第二創業経営者がスタートアップ等に必要となる資金の調達を支援します。 

 

⑥「三重県新型コロナウイルス感染症対応資金」等を利用している事業者が順調に借入を返済し、事

業を継続できるよう経営改善コーディネーターが中心となり、金融機関、商工団体など関係機関と

連携して支援します。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、金融機関な

どによって構成されるプラットフォームを通じて、資本力強化や経営改善の取組を推進します。 
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⑦早期かつ計画的な事業承継の準備、円滑な事業承継の実施、後継者による経営革新等への挑戦を促

進につなげられるよう、「三重県事業承継ネットワーク」の各機関や団体が連携して、事業承継診

断を通じて事業承継への備えの必要性に対する気づきを促していくとともに、「プレ承継」、「事業

承継」、「ポスト承継」の各段階に応じたきめ細かな支援を総合的に実施します。 

 

KPI（重要業績評価指標） 

 
 令和３年度 ４年度 ５年度 ８年度 

項目 
（項目の説明） 

 目標値 目標値 目標値 
現状値 実績値 実績値 実績値 

三重県版経営向上計画や経営革新計

画の認定を受けた件数（累計） 

（商工団体等の支援により、三重県

版経営向上計画や経営革新計画の認

定を受けた件数） 

 7,600件 8,100件 9,600件 

6,726件 － － － 

県内中小企業・小規模企業における

事業継続計画（ＢＣＰ）等の策定件

数（累計） 

（中小企業強靱化法に基づく事業継

続力強化計画および三重県版経営向

上計画（「事業継続」を経営課題とし

て策定した計画）の策定件数） 

 2,200件 2,900件 5,000件 

1,495件 － － － 

県中小企業融資制度における創業関

連資金および設備資金の利用件数

（累計） 

（創業・再挑戦アシスト資金および

その他の政策目的資金における設備

資金の利用件数） 

 580件 1,060件 2,500件 

－ － － － 

事業承継診断件数（累計） 

（三重県事業承継ネットワークの支

援により県内企業が事業承継診断を

実施した件数） 

 17,100件 19,950件 28,500件 

14,254件 － － － 

 

主な事業 

①小規模事業支援費補助金 

（第７款 商工費 第１項 商工業費 ３ 商工業振興費） 

予算額：(R4) １，４２８，１７０千円 → (R5) １，４４４，７６５千円 

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。 

 

②経営向上ステップアップ促進事業 

（第７款 商工費 第１項 商工業費 ７ 新産業振興費） 

予算額：(R4) １７，００２千円 → (R5) １５，５０６千円 

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画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、フォローアップ支援を行います。 
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③プロフェッショナル人材戦略拠点運営事業 

（第７款 商工費 第１項 商工業費 ７ 新産業振興費） 

予算額：(R4) ９，０６３千円 → (R5) １３，８１６千円 

事業概要：プロフェッショナル人材戦略マネージャー等を配置するプロフェッショナル人材戦略 

拠点を運営するとともに、金融機関等の関係機関と連携して、中小企業のニーズを明 

確にしたうえで、民間事業者への取り次ぎを行います。さらに、副業・兼業人材を含 

む、プロフェッショナル人材の活用を通じた地域と企業の成長戦略の具現化に向けた 

取組を進めていきます。 

 

④国内販路開拓支援事業 

（第７款 商工費 第１項 商工業費 ３ 商工業振興費） 

予算額：(R4) ９，１５８千円 → (R5) ３，３５９千円 

事業概要：中小企業・小規模企業の販路拡大の機会を創出し、新たな取引先の開拓を支援すると 

ともに、川下企業のニーズの把握や、ネットワークの構築・強化を図るため、展示会 

や個別商談会等を開催し、県内企業と川下企業との交流の機会を提供します。 

 

⑤中小企業・小規模企業顕彰事業 

（第７款 商工費 第１項 商工業費 ３ 商工業振興費） 

予算額：(R4) １，２５０千円 → (R5) １，０００千円 

事業概要：自社の付加価値の向上と経営基盤改善を推進し、他の県内企業の模範となる持続可能 

性の高い企業の取組を表彰する「三重のサステナブル経営アワード」を実施します。 

また、表彰により取組を奨励するとともに、広く県民に周知し、持続可能性の高い経 

営に取り組む企業の裾野を広げます。 

 

⑥エネルギー価格等高騰対応生産性向上・業態転換支援補助金 

（第７款 商工費 第１項 商工業費 ７ 新産業振興費） 

予算額：(R4) ３１９，１７７千円 → (R5)       ０千円 

（（R4) ３１９，１７７千円 → (R5) ３３１，７７１千円） 

※２月補正予算含みベース 

事業概要：中小企業・小規模企業が、コロナ禍やエネルギー価格等高騰の影響を乗り越え、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、実現しようとする取組を支援します。 

 

⑦中小企業防災・減災対策推進事業 

（第７款 商工費 第１項 商工業費 ７ 新産業振興費） 

予算額：(R4) ４，４５８千円 → (R5) ３，７２５千円 

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、事業者のＢＣＰ策定を支援する商工団体等の経営指導員等に対して、事例等を集 

約したＢＣＰ策定マニュアルを作成し、支援ノウハウの共有を図ります。 
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⑧中小企業金融対策事業 

（第７款 商工費 第１項 商工業費 ３ 商工業振興費） 

予算額：(R4) ５，３８６，５６５千円 → (R5) ５，１０５，０５２千円 

事業概要：中小企業・小規模企業が、経営の安定やスタートアップ・設備投資といった前向きな

取組に必要な資金を円滑に調達できるよう、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、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 

ラットフォームによる資本力強化や経営改善の支援に取り組みます。 

 

⑨三重県中小企業支援ネットワーク推進事業 

（第７款 商工費 第１項 商工業費 ３ 商工業振興費） 

予算額：(R4) １１０，５１４千円 → (R5) ７５，０９０千円 

事業概要：「新型コロナウイルス感染症対応資金」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 

携した支援に取り組みます。 

 

⑩事業承継支援総合対策事業 

（第７款 商工費 第１項 商工業費 ７ 新産業振興費） 

予算額：(R4) １２，７９５千円 → (R5) １８，０８５千円 

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 

トワーク構築、小規模事業者等を対象とした事業承継マッチングセミナーの開催、事 

業承継を予定している事業者への資金繰り支援を実施します。 
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施策７－２  

 

 

 

【主担当部局：雇用経済部】 

施策の目標 

（めざす姿） 

社会経済情勢の変化に的確に対応し、競争力や事業継続力を維持するため、自動車関連産業、電子

部品・電気機械産業、航空宇宙産業をはじめとするものづくり企業における新たな製品開発や事業化

が進んでいます。また、2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、革新的なエネルギー高度利用

技術の促進が図られているとともに、新エネルギーの導入促進や、環境に配慮した効果的なエネルギ

ー利用が進んでいます。 

（課題の概要） 

ものづくり企業をはじめ、県内企業が脱炭素化といった社会経済情勢の変化に的確に対応していくた

め、国際競争力や事業継続力の強化に加え、成長産業の育成、デジタル技術の活用など、企業変革力を

高めていくことが求められています。また、三重県の地域特性を生かした新エネルギーについて、環境

や住民生活に十分配慮しながら導入促進を図る必要があります。 

 

現状と課題 

①自動車のＥＶ化の進展により、エンジン・ミッション・排気・燃料系部品等の需要は大きく減少す 

ると見込まれます。本県においては自動車関連産業の裾野が広く、影響が大きいことから、これら 

の部品サプライヤーの競争力の維持・強化、新分野への展開等に向けた取組を支援する必要があり 

ます。 

 

②カーボンニュートラル社会の実現に向けて、県内ものづくり企業においてもＣＯ２排出量削減への 

取組が求められており、その手法としてデジタル技術を活用した製造工程の効率改善や生産性向上 

の取組を促進するとともに、これらを担うデジタル人材を育成していく必要があります。 

 

③四日市コンビナートにおいては、再生可能エネルギーやＣＯ２排出量の少ない素材の製造・供給を 

 担うカーボンニュートラルコンビナートへの転換が求められていることから、今後、四日市市や企 

 業等と一層連携し、官民一体となった取組を推進していく必要があります。 

 

④県内ものづくり企業においても、国際情勢の変化等による影響に加え、カーボンニュートラルやＤ 

Ｘへの対応が求められており、技術開発・製品開発などに対する技術的課題の解決や技術力の向上 

等の取組を支援していく必要があります。 

 

⑤カーボンニュートラル社会の実現に向けて、国全体として新エネルギーの導入が進められている中 

 で、地域と共生し、環境や住民生活に十分配慮された安全で安心な新エネルギーの導入を促進して 

いく必要があります。 

 

 

 

 

ものづくり産業の振興 
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⑥みえライフイノベーション総合特区計画に基づき、企業・研究機関等によるヘルスケア分野への参

入促進や医療・福祉機器、医薬品、化粧品等の創出に向けて、企業等による製品開発や市場開拓の

取組を支援しています。同分野への参入や事業拡大にあたっては、医療・福祉現場ニーズの把握、

許認可取得の必要性など業界特有のハードルも存在することから、引き続き、製品開発や市場開拓

を支援していく必要があります。 

 

令和５年度の取組方向 

 

①県内外の支援機関等と連携して、ＥＶ化の影響を強く受ける自動車部品サプライヤーに対し、個々 

の課題等に応じた多角的な助言や支援を行う体制を構築し、伴走型の支援を行うことにより、企業 

における新製品開発や業態転換、事業再構築等の取組を促進します。 

 

②カーボンニュートラル社会の実現に向けて、企業のＣＯ２排出量削減や産業の競争力強化を図るため、 

取組の必要性や具体的手法を学ぶ講座を開催するなど、カーボンニュートラル推進の土台となる人 

材の育成に取り組みます。 

 

③四日市コンビナートのカーボンニュートラル化、競争力強化を図るため、設備・供給網の特性を生

かしつつ、四日市市やコンビナート企業、四日市港管理組合等とも連携してＣＯ２排出量削減に向

けた実証事業や水素等をはじめとする脱炭素エネルギーの活用に向けた取組を進めます。 

 

④工業研究所が保有する設備や知見を活用し、県内ものづくり企業が抱える様々な技術的課題等の解 

決に引き続き取り組むとともに、カーボンニュートラルへの対応やＤＸ活用に取り組む企業への支 

援を進めます。 

 

⑤「三重県新エネルギービジョン」に基づき、県民や事業者に対して啓発等を行うとともに、エネル 

ギーの地産地消によるまちづくりや、関連技術の開発を支援します。また、洋上風力発電に関して

必要な情報の収集・提供に取り組みます。 

 

 

⑥企業、研究機関等のヘルスケア分野への参入促進や事業拡大に向けて、必要な知識・ノウハウを情 

報提供する機会を設けるとともに、製品・技術・サービスの開発を促進するため、医療・福祉現場 

が抱えるニーズと企業・研究機関等が持つシーズとのコーディネートや、医療・福祉機器メーカー 

等との商談機会の提供といった市場開拓支援に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雇用経済部 

医療保健部 

139



KPI（重要業績評価指標） 

 
 令和３年度 ４年度 ５年度 ８年度 

項目 
（項目の説明） 

 目標値 目標値 目標値 
現状値 実績値 実績値 実績値 

県内ものづくり企業の新たな製品開

発や事業化等につながった件数（累

計） 

（県内ものづくり企業が県の技術支

援や共同研究等を通じて、新たな製

品開発や事業化等につながった件

数） 

 20件 30件 66件 

11件 － － － 

四日市コンビナートの競争力強化に

向けて産学官が連携して取り組んだ

件数（累計） 

（四日市コンビナートの競争力強化

に向けて創出される、産学官連携の

枠組みの数） 

 ８件 ８件 ８件 

４件 － － － 

新エネルギーの導入量（累計） 

（県内に導入された新エネルギーに

よって家庭で消費されるエネルギー

を賄ったと仮定した場合の世帯数） 

 ※73.1万世帯 

（３年） 

※74.7万世帯 

（４年） 

※79.2万世帯 

（７年） 

76.4万世帯 

（２年） 
－ － － 

※記載の数値は現行の新エネルギービジョンにおける数値であり、改訂後（令和４年（2022）年度末） 

に数値を変更します。 

 

主な事業 

 

①（新）「ゼロエミッションみえ」実装 成長産業育成・競争力強化事業 

（第７款 商工費 第１項 商工業費 ３ 商工業振興費） 

予算額：(R4) － 千円 → (R5) ３９，４８４千円 

事業概要：県内自動車関連企業がカーボンニュートラルに対応し、事業継続、競争力強化を図る 

ため、県内外の支援機関等とともに自動車部品サプライヤーに対する支援体制を構築 

し、電動化等に対応した業態転換等に関する支援やサプライチェーン全体でデジタル 

技術を活用したＣＯ２排出量削減に関する支援に取り組みます。 

 

②（新）ＣＮ化に向けた水素需要等の調査・検討事業 

（第７款 商工費 第１項 商工業費 ３ 商工業振興費） 

予算額：(R4) － 千円 → (R5) ２１，２３１千円 

事業概要：四日市コンビナートをはじめとする県内産業の脱炭素化及び競争力強化を図るため、 

県内における水素等の次世代エネルギーの需要ポテンシャルについて調査を行い、四 

日市市、四日市港管理組合等と連携しながら、サプライチェーン構築に向けた受入・ 

供給方法等の調査・検討を進めます。 

 

 

 

 

雇用経済部 
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③みえ産学官連携基盤技術開発研究事業 

（第７款 商工費 第１項 商工業費 ３ 商工業振興費） 

予算額：(R4) ７３，４８５千円 → (R5) ６１，４１３千円 

事業概要：県内ものづくり企業の競争力強化や付加価値額の増大につなげるため、産学官が分野 

横断的に連携し、企業の新技術導入を促進する研究会を開催し、県内企業の基盤技術 

力の向上や、地域経済を牽引する産学官プロジェクトの創出を図ります。 

 

  ④（一部新）工業試験研究管理費 

（第７款 商工費 第１項 商工業費 ９ 工業試験研究費） 

予算額：(R4) ７２，７９２千円 → (R5) ８７，６３４千円 

事業概要：工業研究所が、県内企業の技術的課題の解決に向けて、各種評価試験や研究開発等に 

効率・効果的に取り組めるよう、施設の運営・管理を適切に行うとともに、カーボン 

ニュートラルやＤＸ等に取り組む企業ニーズに応えて、支援機能を維持・拡充できる 

よう、老朽化が著しい研究所施設の建替えのための検討を進めます。 

 

⑤（新）洋上風力発電に関する県内地域の調査・検討事業 

（第７款 商工費 第１項 商工業費 ３ 商工業振興費） 

予算額：(R4) － 千円 → (R5) ５，０００千円 

事業概要：県内に再生可能エネルギーの導入促進を図るため、国が主力電源化の切り札と位置付 

けている洋上風力発電事業について、関心のある地域に必要とされる情報の収集・提 

供に取り組みます。 

 

 

⑥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 

  （第４款 衛生費 第４項 医薬費 ４ 薬務費） 

  予算額：（R4） １１，０２７千円 → （R5） １１，０７８千円 

   事業概要：ヘルスケア分野への企業・関係機関の参入、相互の連携を促進するため、講演会や企 

業・研究機関による展示会を開催します。また、医療・福祉機器の製品開発・市場開 

拓に関心を持つ企業等を対象として、セミナーの開催、アドバイザーによる支援を実 

施するとともに、市場開拓に向け商談機会の提供等に取り組みます。 

 

 

 

医療保健部 
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施策７－３  

 

 

 

【主担当部局：雇用経済部】 

施策の目標 

（めざす姿） 

付加価値の高い製品・サービスを提供する成長性のある企業が多様に集積する、脱炭素社会に対応

した強靱で高度な産業構造への転換を進め、豊かな暮らしにつながる魅力ある雇用の場を数多く創出

するため、産業用地の確保や規制合理化など活発な事業活動を支える操業環境の整備と、国内外の企

業による県内への継続的な投資を促進します。 

四日市港においては、脱炭素化に配慮した港湾機能の高度化や背後圏産業の発展を支えるため、港

湾地域の面的・効率的な脱炭素化に向けた取組を促進します。 

（課題の概要） 

環境の変化に対応した強靱な産業構造を構築し、多くの魅力ある職場を創出するため、産業用地の

確保に努め、国内外の企業による県内への投資を促進する必要があります。 

また、四日市港においては、カーボンニュートラルポート形成に向けた環境整備や、港湾地域の面

的・効率的な脱炭素化への対応が求められています。 

 

現状と課題 

①脱炭素化に向けた産業構造の転換や、ＩｏＴ、ＡＩ等のＩＣＴの急速な技術革新によるＤＸの進展、

感染症対策や経済安全保障の観点からのサプライチェーンの見直しなど、企業を取り巻く環境は大

きく変動しています。また、少子高齢化の加速や若者の流出による生産年齢人口の減少への対応も

課題となっています。こうした中、県内産業が持続的に発展していくためには、技術的・社会的な

変化を先取りする既存産業の変革と新たな産業の創出が求められており、地域の特性をふまえつつ、

産業の高度化・強靱化に向けた県内投資を促進していく必要があります。 

 

②道路網の整備効果等により、北勢地域を中心に県内への企業立地ニーズは高いものの、既存工業団

地等の分譲可能用地が減少し、将来的にも用地不足による誘致機会の逸失が懸念されることから、

新たな産業用地の確保が喫緊の課題となっています。また、国内外の地域間における比較・競合が

厳しくなる中、操業環境の優位性を保つため、ソフト面での支援の重要性も高まっています。 

 

③四日市港においては、コンテナ貨物量の増加やコンテナ船の大型化、サプライチェーンの強靱化等

に加え、カーボンニュートラルポートへの対応が求められていることから、背後圏産業のニーズを

把握し、地域の産業競争力の維持・強化や、脱炭素社会の実現に向けた取組を推進する必要があり

ます。併せて、物流の中心が霞ヶ浦地区へシフトしており、新しい四日市地区の利活用が求められ

ています。 

 

 

 

 

 

 

企業誘致の推進と県内再投資の促進 
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令和５年度の取組方向 

①企業投資促進制度の活用やワンストップサービスの提供などにより、グリーン・デジタル関連、食

関連など成長産業分野への投資や、マザー工場化、スマート工場化、研究開発施設など高付加価値

化や生産性の向上につながる投資を促進します。また、高い付加価値を有する宿泊施設などのサー

ビス産業や県南部地域における地域資源を活用した産業への投資、中小企業・小規模企業の高付加

価値化につながる投資を促進します。さらに、本社機能の移転・強化や外資系企業の誘致等にも、

国の施策等と連携しながら積極的に取り組みます。 

 

②産業用地の確保に向けて、令和４年度に実施した適地調査の成果を活用し、市町や民間事業者と連

携して新たな産業用地の整備を促進するとともに、計画中の産業用地開発に係る手続き円滑化や工

場跡地等の未利用地の情報収集などに取り組みます。また、操業に関する規制の合理化や法手続き

の迅速化など操業環境の向上を図ることにより、県内での企業の新たな事業展開を支援します。さ

らに、県内の主要産業であり国内外での人材獲得競争が厳しくなっている半導体産業の人材確保へ

の支援にも取り組みます。 

 

③四日市港が背後圏産業の競争力の維持・強化に物流面から貢献できるよう、コンテナ船用の耐震強

化岸壁(Ｗ81)の整備をはじめとした港湾施設等の機能強化や、カーボンニュートラルポートへの対

応など脱炭素化に向けた取組等について支援します。また、新たな四日市地区の利活用については、

港の資源を活用した賑わいづくりの取組を促進します。 

 

KPI（重要業績評価指標） 

 
 令和３年度 ４年度 ５年度 ８年度 

項目 
（項目の説明） 

 目標値 目標値 目標値 
現状値 実績値 実績値 実績値 

企業による設備投資額（累計） 

（雇用の場創出に向け県が関与し

た企業による県内への設備投資

（マザー工場化、スマート工場化、

研究開発施設を含む）の額） 

 

 
580億円 1,160億円 2,900億円 

― － － － 

企業による設備投資件数（累計） 

（雇用の場創出に向け県が関与し

た企業による県内への設備投資

（マザー工場化、スマート工場化、

研究開発施設を含む）の件数） 

 

 
30件 60件 150件 

― － － － 

操業環境の改善に向けた取組件数

（累計） 

（規制の合理化など企業のニーズ

に応じた操業環境の改善に向けた

取組件数） 

 

 
７件 14件 35件 

― － － － 
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主な事業 

①県内投資促進事業 

 （第７款 商工費 第１項 商工業費 ２ 工業開発費） 

予算額：（R4） １，８１９，７１９千円 → （R5） １，８５３，３０９千円 

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、マザー工場化、スマート工場化、研究開発施設、外 

資系企業の拠点などに関する県内投資への支援を行います。また、国の特例制度の認 

定支援及び本県独自の支援制度により、企業の本社機能移転・拡充を促進します。さ 

らに、県内中小企業のものづくり基盤技術の高度化や集客交流産業の高付加価値化等 

に関する事業の支援や、地域への高い経済波及効果が見込まれる投資を支援します。 

  

②外資系企業誘致促進事業 

 （第７款 商工費 第１項 商工業費 ２ 工業開発費） 

予算額：（R4） ８，０１９千円 → （R5） ７，８８３千円 

事業概要：外資系企業による県内への投資を呼び込むため、国・日本貿易振興機構(ＪＥＴＲＯ) 

及びグレーター・ナゴヤ・イニシアティブ(ＧＮＩ)協議会との連携や海外ミッション 

等で構築したネットワークの活用、外資系企業ワンストップサービス窓口の活用など 

による誘致活動に取り組みます。 

 

③（新）半導体産業投資促進事業 

（第７款 商工費 第１項 商工業費 ２ 工業開発費） 

予算額：（R4） － 千円 → （R5） ５，０００千円 

事業概要：半導体関連産業の投資促進を図るため、関連企業と高等教育機関、行政機関で構成す 

     る「みえ半導体ネットワーク」を設立し、産学官連携により人材育成や共同研究、企 

     業支援に取り組みます。 

   

 ④四日市港振興事業 

  （第８款 土木費 第４項 港湾費 ３ 港湾諸費） 

   予算額：（R4） １，６２０，２０７千円 → （R5） １，６３０，０２４千円 

   事業概要：四日市港におけるコンテナ船用の耐震強化岸壁（W81）の整備や、港湾施設の老朽化対

策、海岸保全施設の地震・津波・高潮対策、四日市港カーボンニュートラルポート形

成計画等の内容をふまえた長期構想等の改訂に向けた取組、四日市地区の賑わいづく

りに向けた取組等を支援します。 
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施策７－４ 

 

 

 

 

 

【主担当部局：雇用経済部】 

施策の目標 

（めざす姿） 

  県内の中小企業・小規模企業の輸出拡大や海外の生産拠点の設置が進むとともに、海外での展示会・

商談会への積極的な参加や、越境ＥＣ（電子商取引）の活用に向けた取組が進んでいます。また、県

が行う国際交流によって相手国・地域との関係を維持・強化するとともに、国際的な視野を持ち地域

で活躍できる人材育成が進んでいます。 

（課題の概要） 

  海外市場を獲得できていない県内の中小企業・小規模企業においては、国内市場の縮小により事業

規模の維持が困難になる企業の増加が懸念されます。また、大都市圏に比べて海外展開する企業や国

際交流の機会が少ない県内では、国際的な視野を広げたい県内の若者が県外へ流出するなど定着せず、

県内企業の国際展開や地域の国際化に資する人材が不足するおそれがあります。 

 

現状と課題 

①人口減少の進展に伴い国内市場の縮小が懸念される反面、海外市場の規模は拡大が予測されていま

す。原油や原材料等の価格高騰、円安等の状況下において、企業の国際展開は喫緊の課題となって

おり、県内企業の海外ビジネス展開を支援する必要があります。 

 

②令和５（2023）年開催のＧ７交通大臣会合の成功に向けて、伊勢志摩サミットで培ったノウハウを

生かして、オール三重で取り組むとともに、会合開催の貴重な機会を活用し、より一層の観光需要

の拡大、地域の活性化、及び開催地としてのブランド力のさらなる向上につなげる必要があります。 

 

③グローバル化の進展に伴い、人・モノ・カネ・情報等がますますボーダレスに行き来する時代が到

来している一方で、県民の海外渡航者数や 10 万人あたりの県内留学生数が全国平均を下回ってお

り、大都市圏に比べて国際交流の機会が限られた状況にあります。県内企業の国際展開や地域の国

際化に資するため、三重県の未来を担う若者を、国際的な視野を持ち、地域で活躍するグローカル

人材として育成する必要があります。 

 

④環境面をはじめ地球規模での問題が数多く発生し、ＳＤＧｓといった課題に向けた取組に対する機

運が高まっている中、相手国・地域とさまざまな課題を共有し、国際協力に取り組むことで、双方

の発展に寄与することが求められています。 

 

令和５年度の取組方向 

 

①海外販路開拓やデジタルを活用した商取引などの県内中小企業・小規模企業の海外ビジネス展開を、 

これまで構築してきた海外政府・自治体等とのネットワークを生かして支援します。また、県産品 

等のセールスを行うため、海外ミッションを実施します。 

 

 

国際展開の推進 

 

 

雇用経済部 
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②令和５（2023）年に志摩市で開催されるＧ７交通大臣会合の成功に向けて、「Ｇ７三重・伊勢志摩

交通大臣会合推進協議会」を中心に、国、地元市町、関係団体等と連携しつつ、会合開催を支援す

るとともに、開催気運の醸成、三重の魅力発信、及び国際理解や国際交流など、様々な取組を進め

ます。 

 

 

③県が有する国際的なネットワークを通じた交流の機会を活用し、若者を対象に、国際的な視野を持

ち地域で活躍するグローカル人材の育成を進めます。 

 

④姉妹・友好提携先との間において、それぞれの国・地域と縁のある関係市町、関係団体等と連携し、

交流を図っていきます。また、令和５年度に姉妹提携 50 周年を迎えるブラジル・サンパウロ州と

の周年を契機とした交流に取り組みます。 

 

⑤外国政府等とのネットワークについて、引き続き、大使館、領事館等との良好な関係を維持・強化

します。また、「太平洋島嶼国・日本地方自治体ネットワーク」の自治体側代表として、会員道県

と連携し、島しょ国との交流に取り組みます。 

 

KPI（重要業績評価指標） 

 
 令和３年度 ４年度 ５年度 ８年度 

項目 
（項目の説明） 

 目標値 目標値 目標値 
現状値 実績値 実績値 実績値 

県が国際展開の支援・関与を行った

県内中小企業数（累計） 

（本県の施策を通じて、国際展開に

取り組んだ県内中小企業・小規模企

業の数） 

 20社 40社 100社 

－ － － － 

国際的な視野を持つ若者の育成に取

り組んだ件数（累計） 

（本県がこれまで構築してきた国際

的なネットワーク等を活用して、国

際的な視野を持つ若者の育成に取り

組んだ件数） 

 15件 30件 75件 

－ － － － 

 

主な事業 

 

①（一部新）県内中小企業国際展開促進事業 

（第７款 商工費 第１項 商工業費 ３ 商工業振興費） 

予算額：(R4) １６，２４１千円 → (R5) ２９，３４９千円 

事業概要：県内企業の国際競争力向上を図り、海外市場の獲得を本県産業の発展につなげるため、 

海外ミッションの実施やセミナーの開催など、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・小規模企業の国際展開を支援します。 

 

 

 

政策企画部 

雇用経済部 
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②海外ビジネス展開支援事業 

（第７款 商工費 第１項 商工業費 ３ 商工業振興費） 

予算額：(R4) ５５，２４３千円 → (R5) ３４，９７４千円 

事業概要：県内中小企業・小規模企業の海外ビジネス展開を進めるため、海外企業との商談会、 

     越境ＥＣ（電子商取引）等の海外販路拡大の取組を支援します。 

 

③（新）Ｇ７交通大臣会合推進事業 

（第７款 商工費 第１項 商工業費 １ 商工業総務費） 

予算額：(R4) － 千円 → (R5) ２９，９４２千円 

事業概要：今年６月に開催されるＧ７交通大臣会合の成功のため、「Ｇ７三重・伊勢志摩交通大 

     臣会合推進協議会」が中心となり、関係各国からの来県者へのおもてなしや歓迎行事 

など開催準備を進めます。さらに、学校への出前授業を通じた国際理解・国際交流事 

業による開催気運の醸成や、ＳＮＳを活用した三重の魅力発信などに取り組みます。 

 

 

④グローカル人材育成推進事業 

（第２款 総務費 第２項 企画費 ３ 企画費） 

予算額：(R4) ２，５５６千円 → (R5) ３，１１１千円 

事業概要：三重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、国際的な視野を広げる 

     ための講座の開催や、姉妹・友好提携先をはじめとする海外との交流機会を提供しま 

す。 

 

⑤国際ネットワーク強化推進事業 

（第２款 総務費 第２項 企画費 ３ 企画費） 

予算額：(R4) １６，３６７千円 → (R5)  ２９，６３３千円 

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

     特に、ブラジル・サンパウロ州との姉妹提携 50周年を契機とした交流や、姉妹・友好 

提携先、太平洋島しょ国との交流に取り組みます。 

 

 

 

政策企画部 
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施策８－１ 

 

 

 

 

 

【主担当部局：雇用経済部】 

施策の目標 

（めざす姿） 

地域が一体となって若者の人材確保や育成に取り組む機運が醸成され、就職支援協定締結大学と連

携した県内企業への情報発信やインターンシップ、就職説明会の開催など、若者に対して企業の情報

発信や魅力を感じる機会の提供が進むことで、県内で働きたいという意欲のある若者が増加し、県内

企業への就労、定着につながっています。 

また、中小企業の生産性向上や競争力強化を図るため、産業・就業構造の変化やデジタル化の進展

に対応し、企業や地域のニーズに合ったスキルを身につけた若年人材が育成・確保されています。 

（課題の概要） 

進学や就職を契機に若者の転出超過が続いており、県内中小企業・小規模企業では労働力不足が懸

念されています。 

また、デジタル化の進展や産業構造の変化が加速している中、労働市場のニーズに対応したスキル

を身に着けた人材が不足し、中小企業の生産性向上や競争力強化に支障が生じるおそれがあります。 

 

現状と課題 

①コロナ禍を契機に就職活動を取り巻く環境は大幅に変化しており、若者への就労支援の拠点である 

「おしごと広場みえ」において、関係機関等と連携しながら就職活動のオンライン化などの変化に 

対応した総合的な就労支援を提供することで、県内高等教育機関卒業生の県内企業への就労促進お 

よび県外大学へ進学した学生のＵ・Ｉターン就職を加速させる必要があります。 

 

②県内企業での就職を希望する県外大学の学生に対して、県内企業情報や就労支援情報が十分に伝わ

っていない状況であるため、就職支援協定締結大学以外の三重県出身の学生など、就労支援情報が

届いていない若者層に対して効果的な情報発信を行う必要があります。 

 

③企業や商工団体など地域の主体が一体となって取り組む地域の魅力発信や採用活動が全国的に増

加してきており、一部の地域では成功事例も出ていることから、三重県においてもこうした取組の

機運醸成をはかるとともに、より効果的な取組となるよう、地域による主体的な取組を支援する必

要があります。 

 

④就職や進学を契機に県外転出する女性が多く、転出超過のうち 20歳から 24歳女性の転出者数は同

年代男性の 1.7倍となるなど大きな課題となっています。このため、県内女性求職者の県内就労に

向けた取組および県外女性求職者を対象としたＵ・Ｉターンの取組を両輪で促進する必要がありま

す。 

 

⑤ＩｏＴやロボット技術など成長・基幹産業に対応する人材や、生産性向上、競争力の強化を図る企

業ニーズに対応する人材を育成するため、若者の職業能力の開発に取り組む必要があります。 

 

 

若者の就労支援・県内定着促進 
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⑥三重県の令和３年の転出超過数 3,480人の約９割が 15歳～29歳の若者となっており、その転出の

要因は進学または就職によるものと推測されます。県内の高等学校を卒業した大学進学者が県内大

学へ入学した割合は約２割に留まっており、県内高等教育機関の卒業生が県内に就職した割合も５

割に満たない状況です。新型コロナウイルス感染症の影響により、若者の進学や就職に対する考え

方、学生募集や就職活動の方法に変化が生じており、若者の県内定着を促進するため、これらの変

化をふまえた県内入学者や県内就職者の増加をめざす県内高等教育機関の取組を促進するととも

に、学生の奨学金返還額の一部を助成する制度についても、Ｕ・Ｉターン就職の流れを加速させる

ため、広報の充実に取り組む必要があります。 

 

令和５年度の取組方向 

 

①就職活動のオンライン化などに対応しながら、「おしごと広場みえ」を中心として総合的な就労支援

サービスを提供するとともに、就職支援協定締結大学や「ええとこやんか三重」等と連携した県内

企業の情報発信や、合同企業説明会の開催、インターンシップ、各種セミナー等を開催します。 

 

②県外大学との就職支援協定の締結を引き続き進めるとともに、県内の企業情報等が届いていない若 

 者層に対して多様なチャネルを活用し、県内企業の魅力や就労支援情報の発信を行うとともに、県 

内企業の情報や地域で働く魅力などを発信します。 

 

③企業、商工団体など地域の主体が一体となって取り組む採用活動等の取組について、機運醸成を行 

いながら促進するとともに若者視点の意見を反映した情報発信を行います。 

 

④県内在住の若年女性求職者を主な対象として、多様な働き方や様々な職種で働く女性の活躍事例等

を効果的に発信するとともに、就職支援協定締結大学等の女子学生を対象とした県内就労を促進す

るセミナー等を開催します。 

 

⑤成長が見込まれるＩＴ分野や求人ニーズが高いものづくり分野への就労をめざした職業訓練など、

地域産業の担い手となる人材を育成するとともに、技能検定等の円滑な実施や、民間の職業能力開

発校への支援等を行うことにより、企業や労働者のスキル・キャリアアップの機会を確保します。 

 

 

⑥県内入学者や県内就職者の増加につなげるため、県内高等教育機関が新型コロナウイルス感染症の

影響に伴う環境変化をふまえて講じる取組に対し継続的な支援を行うとともに、奨学金返還額の一

部を助成する制度については、Ｕ・Ｉターンを促進するため県外大学等に注力して周知を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

雇用経済部 

政策企画部 
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KPI（重要業績評価指標） 

 
 令和３年度 ４年度 ５年度 ８年度 

項目 
（項目の説明） 

 目標値 目標値 目標値 
現状値 実績値 実績値 実績値 

県内外の高等教育機関卒業生が県内

に就職した割合 

（県内高等教育機関の新卒就職者お

よび県外の就職支援協定締結大学の

新卒就職者（三重県出身者に限る）

のうち、県内企業等へ就職した人の

割合） 

 45.5％ 46.6％ 50.0％ 

43.5% 

（２年） 
－ － － 

「おしごと広場みえ」新規登録者で

就職した人のうち、県内就職した人

の割合 

（「おしごと広場みえ」に新規登録

し、就労支援や情報提供等のサービ

スを受け就職した人のうち、県内企

業等へ就職した人の割合） 

 63.4％ 64.2％ 66.6％ 

62.6％ － － － 

職業訓練を実施する津高等技術学校

への入校者および受講者数 

（職業能力向上のために施設内訓練

や在職者訓練を実施する津高等技術

学校への入校者および受講者数（年

間）） 

 530名 550名 590名 

516名 － － － 

 

主な事業 

 

①おしごと広場みえ運営事業 

（第５款 労働費 第１項 労政費 １ 労政総務費） 

予算額：(R4) ２８，８３２千円 → (R5) ２８，７３４千円 

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

「おしごと広場みえ」を拠点として、オンラインを含めた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、ワンストップで総合的な就労支援を実施します。 

 

②（新）若者の地元就職促進・定着支援事業 

（第５款 労働費 第１項 労政費 １ 労政総務費） 

予算額：(R4) － 千円 → (R5) ３５，２９１千円 

事業概要：若者の地元就職を促進するため、オンラインで全ての就労支援サービス等を提供でき 

る環境を整備するとともに、企業等の情報が行き届いていない若者層や女性を対象に、 

多様なチャネルを活用した情報発信を行います。また、企業や商工団体など地域の主 

体が一体となった採用活動等の取組について、若者等の参加を通じて一層の推進を図 

ります。 

 

 

 

 

雇用経済部 

152



③公共職業訓練費 

（第５款 労働費 第２項 職業訓練費 ２ 技術学校費） 

予算額：(R4) ５０１，１３３千円 → (R5) ４７３，８１３千円 

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。 

 

④技能振興事業 

（第５款 労働費 第２項 職業訓練費 １ 職業訓練総務費） 

予算額：(R4) ５４，４０８千円 → (R5) ５４，５２０千円 

事業概要：技能検定の普及啓発、表彰制度の運用等により、技能の重要性を広くＰＲするととも 

に、優れた技能を持つ後継者を育成するため、研修会や技能体験講座等を開催します。 

また、外国人技能実習生の技能検定試験が円滑に実施されるよう、必要な支援を行い 

ます。  

 

 

⑤地域と若者の未来を拓く学生奨学金返還支援事業 

（第２款 総務費 第２項 企画費 ３ 企画費） 

予算額：(R4) ２１，３７６千円 → (R5) １６，５１８千円 

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」や「県内での 

居住および県内産業への就業」などの条件を満たした場合、奨学金返還額の一部を助 

成します。 

 

      

政策企画部 

153



施策８－２ 

 

 

 

 

 

【主担当部局：雇用経済部】 

施策の目標 

（めざす姿） 

働く意欲のある全ての人が、やりがいを持っていきいきと働くことができる社会にするため、県内

企業における労働環境の整備や、テレワークなど多様で柔軟な勤務形態の導入が進んでいます。 

女性や高齢者、外国人などの多様な人材が自らの適性や能力に応じた職業を選択できるよう、安心

して就労できる職場環境づくりが進むとともに、必要なスキルアップや労働相談などの支援が行き届

いています。 

障がい者と共に働くことが当たり前の社会の実現に向けて、障がい者雇用に対する企業や県民の理

解が深まり、働く意欲のある障がい者が希望に応じて柔軟に働くことのできる職場環境づくりが進ん

でいます。 

（課題の概要） 

社会全体で働きやすい労働環境の整備や多様で柔軟な働き方を選択できる勤務形態の導入が求め

られています。 

また、女性や高齢者、外国人等においては、正規雇用など安定した雇用関係を構築できるよう、安

心して働き続けられる職場環境づくりが求められています。 

さらに、障がい者においては、希望に応じて働くことのできるよう、企業や県民の理解促進および

多様で柔軟な働き方の推進に取り組む必要があります。 

 

現状と課題 

①働く意欲のある全ての人が、多様な働き方を選択し、自らの能力・スキルを発揮することにより、

いきいきと働き、地域の中で活躍できるよう、柔軟な就労形態の導入など、企業における働き方改

革を推進し、企業の生産性向上や人材確保・定着促進につなげる必要があります。 

 

 ②新型コロナウイルス感染症の影響による対応が求められている中、テレワークなど新しい働き方の

実現に有効な就労形態の導入促進を図る必要があります。 

 

③女性をはじめ多様な人材が能力を発揮して安心して働き続けることができる職場環境づくりに取り

組むことが必要です。特に、再就職をめざす女性や正規雇用をめざす女性を対象に、一人ひとりの

希望にあった形で就労することができるよう支援する必要があります。 

  

④生産年齢人口が減少する中、働く意欲のある高齢者がこれまで培ってきた経験や能力を発揮できる

よう、高齢者の心身の状況等に応じた多様な就労機会を提供することが求められています。 

 

 ⑤外国人労働者においては、受入れにあたっての職場環境づくりを進めるとともに、日本での就労に

必要なルールやマナー、技能等の習得を支援する必要があります。 

 

 

 

多様で柔軟な働き方の推進 
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⑥雇用環境が厳しい時期に就職活動を行った世代である就職氷河期世代では、現在も本意でない非正

規雇用や無業の状態である人が一定存在しており、安定した就労に向けた支援の充実が求められて

います。 

 

⑦雇用のセーフティネットとして、年々複雑・多様化している雇用に対する労働相談や、離職者の早

期就職に向けた職業訓練などを充実させる必要があります。 

 

⑧障がい者の雇用については、民間企業における障がい者の法定雇用率が未達成の企業が依然として

多いことから、三重労働局など関係機関との連携を一層強化し、障がい者雇用の拡大と企業や県民

の理解促進に取り組むとともに、働く意欲のある全ての障がい者が自らの能力や適性を生かし、希

望に応じて働くことのできるよう、多様で柔軟な働き方を推進していく必要があります。 

 

令和５年度の取組方向 

① 誰もが働きやすい職場環境や柔軟な働き方の実現に向けて取組を進める中、新型コロナウイルス感 

染症の影響により、働き方が大きく変わりました。企業の規模、業種にかかわらず誰もが働きやす 

い職場環境づくりを推進するため、健康経営の視点も入れながら、アドバイザーの派遣や「みえの 

働き方改革推進企業」登録・表彰制度等の取組を進め、優れた事例を県内に広く普及していきます。 

 

②時間や場所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、企業、経済団

体、労働団体、行政など関係団体が一体となって県内企業への働きかけや支援を行い、県全体への

テレワークの浸透を図ります。 

 

③再就職や正規雇用を希望する女性が能力を発揮し安心して働くことができるよう、スキルアップや

資格取得の支援を通して能力開発を行うとともに、多様な事情を抱える女性の就職に関する不安や

悩みの解消を図り、就労継続の支援を行います。 

 

④働く意欲のある高齢者の雇用を促進するため、引き続きシルバー人材センターの取組を支援します。

また、令和４年度で終了する「三重県生涯現役促進地域連携事業」で構築予定のモデル事例を県内

に広く普及し、70歳までの就業機会の確保を進めていきます。 

 

⑤県内企業が労働関係法令の遵守や日本語教育・生活支援の必要性等について深く理解し、外国人労

働者に配慮した労働環境を整備できるよう、周知・徹底を図るとともに職業訓練・職場体験機会の

提供に取り組みます。 

 

⑥就職氷河期世代の不本意に非正規雇用で働く人や長期無業者が安心して働き、いきいきと活躍でき

る社会を実現するため、就労支援機関やひきこもり支援機関などの関係機関と一層連携しながら相

談から就職までの切れ目ない支援を行うとともに、就労体験や就労訓練の受入先となる企業等を開

拓します。 

 

 ⑦相談内容が複雑・多様化していること等をふまえ、引き続き労働相談室において関係機関と連携し 

ながら、的確な対応に努めるとともに、離職者を対象とした職業訓練を津高等技術学校等で実施し、 

早期再就職に向けた支援を行います。 
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⑧障がい者雇用の拡大に向け、三重労働局をはじめとする関係機関と連携した事業所訪問や就職面接

会の開催、職業訓練等を行うとともに、ステップアップカフェ等の取組を通じて企業や県民の障が

い者雇用に係る理解を促進します。また、障がい者が自分に合った働き方を選択し、その適性に応

じて能力を十分に発揮することができるよう、企業に対し、障がい者の短時間雇用の導入促進や、

テレワーク拠点の利用促進等による障がい者のテレワークの普及に取り組むことにより、多様で柔

軟な働き方を推進します。 

 

KPI（重要業績評価指標） 

 
 令和３年度 ４年度 ５年度 ８年度 

項目 
（項目の説明） 

 目標値 目標値 目標値 
現状値 実績値 実績値 実績値 

多様な就労形態を導入している県内

事業所の割合 

（「三重県内労働条件等実態調査」に

おける調査対象事業所のうち、「多様

な就労形態を導入していると回答し

た県内事業所の割合） 

 87.3％ 88.5％ 92.1％ 

86.1% － － － 

就職支援セミナー等を受講した求職

者や企業の満足度 

（県が実施するセミナーや相談会に

参加した求職者（女性や高齢者、外

国人、就職氷河期世代等）および企

業のうち、県の取組が就職活動や職

場環境整備に役立ったとする割合） 

 90.4％ 91.4％ 94.4％ 

89.4％ － － － 

民間企業における障がい者の法定雇

用率達成企業の割合 

（毎年６月１日現在の県内民間企業

（県内に本社がある 43.5人以上規模

の企業）における障がい者の法定雇

用率達成企業の割合） 

 58.2％ 59.6％ 63.6％ 

56.9% 

（３年６月） 
－ － － 

 

主な事業 

①働き方改革総合推進事業 

（第５款 労働費 第１項 労政費 ３ 労働福祉費） 

予算額：（R4） １，３８９千円 → （R5） １，２８８千円 

事業概要：働き方改革に取り組む企業の普及を図るため、「みえの働き方改革推進企業」としての

登録を促進し、優良事例を表彰します。また、今後の施策の参考とするため、県内事業

所における労働条件などの調査を実施します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

②女性の就労支援事業 

（第５款 労働費 第１項 労政費 １ 労政総務費） 

予算額：(R4) ２，８６７千円 → (R5) ２，８４７千円 

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、女性専用の相談窓口を設け、

多様な事情を抱える女性の就職に関する不安や悩みの軽減を図ります。 
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③（一部新）生涯現役促進地域連携事業 

（第５款 労働費 第１項 労政費 １ 労政総務費） 

予算額：（R4） ７，５４３千円 → （R5） ４，９８３千円 

事業概要：新型コロナウイルス感染症の影響を受けている高年齢者の雇用改善を図り、働く意欲の

ある高年齢者が、これまで培ってきた経験や能力を発揮できるよう、事業者向けセミナ

ーなど安心して就労できる職場環境づくりを推進します。 

 

④（一部新）外国人材雇用・就労支援事業 

（第５款 労働費 第１項 労政費 １ 労政総務費） 

予算額：(R4) ４，０７４千円 → (R5) ８，６３１千円 

事業概要：外国人材の円滑な受入と適切な労働環境の確保を図るため、企業における受入環境の整

備を周知するためのセミナー等を開催します。また、外国人求職者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、安定した就

労につなげます。  

 

⑤就職氷河期世代再チャレンジ応援緊急対策事業 

（第５款 労働費 第１項 労政費 １ 労政総務費） 

予算額：(R4) ２１，１６１千円 → (R5) ２０，２１４千円 

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相談から就

職・定着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。 

 

⑥労働相談室運営事業 

（第５款 労働費 第１項 労政費 ２ 労働教育費） 

予算額：（R4） １２，４７８千円 → （R5） １２，７４３千円 

事業概要：労働者や事業主が抱える労働問題を解決するためのセーフティネット機関として、「三

重県労働相談室」を運営し、相談員が電話や面談等による助言を行うほか、より専門的

な相談については弁護士相談を行います。 

 

⑦障がい者ステップアップ推進事業 

（第５款 労働費 第１項 労政費 １ 労政総務費） 

予算額：(R4) ９，０８６千円 → (R5) ７，４３４千円 

事業概要：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などの取組を進めます。また、ステップアップカ

フェを活用した障がい者雇用に関する理解の促進や、障がい者雇用に関する企業間ネッ

トワークの支援などに取り組みます。 
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⑧障がい者のテレワーカー育成事業 

（第５款 労働費 第１項 労政費 １ 労政総務費） 

予算額：(R4) ４，０９３千円 → (R5) ３，１８８千円 

事業概要：障がい者のテレワーク導入支援アドバイザーが企業と障がい者のマッチングを行い、テ

レワーク勤務が円滑に実施できるよう、企業と障がい者を訪問して支援します。また、

この事業で得られた成果をモデル事例として県内企業へ広げ、テレワークによる障がい

者雇用の取組を促進します。 
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施策９－１  

 

 

 

【主担当部局：地域連携・交通部】 

施策の目標 

（めざす姿） 

県内各地域が自立・持続可能で魅力と活力ある地域として発展できるよう、市町との連携により各

地域の特性に応じた資源の活用や地域課題の解決に向けた取組が進展し、地域活性化や定住促進、地

域コミュニティづくりなど地域における活力の維持につながっています。 

（課題の概要） 

人口減少の進行や人びとのライフスタイル・価値観の多様化などに伴い、地域社会の担い手不足や

地域活力の低下など、さまざまな課題が顕在化してきており、過疎・離島・半島地域等をはじめとし

た地域における活力の維持に取り組む必要があります。 

 

現状と課題 

①県と市町で構成する「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、地域課題の解

決に向けて検討を進めるとともに、全県的な課題となっている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した。市町との連携を一層強化して、持続可能な地域コミュニティ

づくりがより多くの地域に広がるよう取り組む必要があります。 

 

②人口減少の進行に伴い、市町は、これからも持続可能な形で行政サービスを提供し続け、その水準

をいかに維持・向上していくかが課題となっています。このため、市町が基礎自治体として自主性、

自立性を確保しつつ、効率的かつ効果的な行財政運営を行えるよう、支援する必要があります。 

 

③木曽岬干拓地、大仏山地域については、関係機関との連携のもと、それぞれの地域の状況に応じた

利活用を図っていく必要があります。宮川の流量回復の取組については、流量回復放流とかんがい

放流の同時放流の試行を７月末～８月上旬（８日間）に行ったことにより、粟生頭首工直下毎秒 3.0

トンを確保することができました。また、宮川ダム直下から三瀬谷ダム間については、「宮川のよ

り良い流況に向けた流量回復等検討会議」において、関係部局で現状把握、データ蓄積を行うとと

もに、利水者などの関係者との意見交換を実施しています。引き続き、流量回復の取組を「宮川流

域振興調整会議」で進めていくとともに、宮川ダム直下から三瀬谷ダム間のより良い流況に向けて、

関係部局とともに検討・調整を行っていく必要があります。 

 

④過疎地域等においては、他地域に比べて急激な人口減少、高齢化が進行しており、地域活力の維持

が課題となっています。今後も人口減少と高齢化が加速する過疎地域等が持続可能な地域社会を構

築することができるよう、市町と連携して地域活性化や定住促進などに取り組む必要があります。 

 

⑤離島航路は、離島と本土、離島間を結ぶ唯一の交通機関であり、離島で暮らす人びとにとって医療

などの生活の基盤であると同時に、産業や島外との交流の基盤です。離島航路事業者においては、

離島住民の減少や新型コロナウイルスの影響による観光客の減少により厳しい経営状況となって

いるほか、船舶の老朽化に伴う代替船建造に係る財政負担の増加が課題となっています。 

 

市町との連携による地域活性化 
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⑥地域活力の維持が課題となっている地域において、都市部から移住した地域おこし協力隊が、地域

ブランドや地場産品の開発・ＰＲ、地域おこしの支援などの活動に取り組んでいます。引き続き、

隊員の活動がより充実したものとなり、将来的な定住・定着につながるよう支援していく必要があ

ります。 

 

令和５年度の取組方向 

①住民に最も身近な自治体である市町と県の連携を一層強化して、地域コミュニティの活性化に若者

の力を活用するなど、地域における課題の解決に向けた取組を進め、地域・市町の実情に応じた持

続可能な地域づくりを推進します。また、国のデジタル田園都市国家構想等もふまえつつ、市町が

策定した地方版総合戦略の推進を支援します。 

 

②市町が行政事務を適正かつ的確に処理するとともに、安定的な財政運営が行われ、地域の活性化に

つながるよう、地方自治制度、地方公務員制度、地方財政制度の運用のみならず、公営企業の経営

改革や公共施設等の適正管理の推進等について、必要な支援を行います。 

 

③木曽岬干拓地については、伊勢湾岸自動車道以南の都市的土地利用計画策定に向け、土地利用の用

途に関する具体的な調査を進めていくとともに、道路等の基盤整備に向けて関係者との調整を進め

ます。大仏山地域については、引き続き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、

将来の多様な主体による里山の保全・活用に向けた検討を進めていきます。また、宮川の流量回復

については、今回の同時放流の試行による運用ルールの検証を通じて、粟生頭首工直下の安定的な

流量確保に取り組みます。一方で、宮川ダム直下から三瀬谷ダム間においては、利水者など関係者

との意見交換を継続するとともに、関係部局で検討を進めより良い流況に向けて取り組みます。 

 

④過疎地域等において、魅力と活力ある地域づくりを推進するため、市町が行う住民の身近な生活課

題を解決するための取組や地域の特色を生かした活性化の取組を支援するなど、各種計画に沿った

対策を進めます。 

 

⑤離島航路は、離島で生活するうえで必要不可欠な生活基盤であるとともに、観光客の離島へのアク

セスとしてもなくてはならない交通手段であることから、離島航路事業者に対して支援を行い、航

路の維持・改善や島民の生活基盤の安定並びに島外との交流促進等につなげます。 

 

⑥地域おこし協力隊の将来的な定住・定着や創業等を支援するため、広域的なつながりづくりやスキ

ルアップを目的とした研修を実施するとともに、隊員ＯＢ・ＯＧも含めたネットワーク化を促進し、

地域活力の維持・向上につなげます。 
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KPI（重要業績評価指標） 

 
 令和３年度 ４年度 ５年度 ８年度 

項目 
（項目の説明） 

 目標値 目標値 目標値 
現状値 実績値 実績値 実績値 

県と市町の連携により地域づくりに

成果があった取組数 

（市町との連携により地域の課題の

解決に向けて成果があった毎年の取

組数） 

 20取組 20取組 20取組 

19取組 － － － 

木曽岬干拓地の利活用の推進に向け

た取組 

（木曽岬干拓地の利活用の推進に向

け、伊勢湾岸自動車道以南に係る都

市的土地利用計画の策定） 

 
土地利用の可

能性の調査 

可能性のある

土地利用の用

途に関する具

体的な調査 

都市的土地利

用計画の策定 

－ － － － 

地域おこし協力隊による創業または

新たな地域活性化の取組件数（累計） 

（地域おこし協力隊による創業や事

業承継または地域おこし協力隊の活

動がきっかけとなって住民による新

たな地域活性化の取組につながった

件数） 

 ９件 19件 50件 

－ － － － 

 

主な事業 

  ①持続可能な地域コミュニティづくり推進事業 

（第２款 総務費 第６項 地域振興費 １ 地域振興費） 

予算額：(R4) ２，９８７千円 → (R5) ２，９５４千円 

事業概要：「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に取り組むとともに、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。 

 

  ②市町振興事務費 

（第２款 総務費 第６項 地域振興費 ２ 市町振興費） 

予算額：(R4) ６，４６４千円 → (R5) ６，７１９千円 

事業概要：市町が行政運営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。 
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  ③木曽岬干拓地整備事業 

（第２款 総務費 第６項 地域振興費 １ 地域振興費） 

予算額：(R4) ４５８，５５７千円 → (R5) ２３１，８４０千円 

事業概要：木曽岬干拓地における伊勢湾岸自動車道以南の土地利用の用途に関する具体的な調査

を進めていくとともに、道路等の基盤整備に向けて関係者との調整を進めます。 

 

  ④特定振興地域推進事業 

（第２款 総務費 第６項 地域振興費 １ 地域振興費） 

予算額：(R4) ２６，７１７千円 → (R5) １２，０３３千円 

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画に向けた検討を進めます。また、宮川の流量回復等の課題につ

いては、宮川流域振興調整会議を活用して検討を進めます。 

 

  ⑤奥伊勢湖環境保全対策協議会負担金 

（第２款 総務費 第６項 地域振興費 １ 地域振興費） 

予算額：(R4) ５，０００千円 → (R5) ５，０００千円 

事業概要：奥伊勢湖環境保全対策協議会に参画し、奥伊勢湖の豊かな自然環境を守るための活動

を支援します。 

 

  ⑥地域活性化支援事業 

（第２款 総務費 第６項 地域振興費 １ 地域振興費） 

予算額：(R4) ２，８３２千円 → (R5) ３，４７７千円 

事業概要：過疎地域等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

化のための取組に対し補助金を交付します。また、過疎地域等における持続可能な地

域づくりについて市町と連携して検討を行います。 

 

  ⑦離島航路船舶新造事業補助金 

（第２款 総務費 第６項 地域振興費 １ 地域振興費） 

予算額：(R4) ５５４千円 → (R5) １６，５００千円 

事業概要：離島住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。 

 

  ⑧地域おこし協力隊サポート事業 

（第２款 総務費 第６項 地域振興費 １ 地域振興費） 

予算額：(R4) １，４１０千円 → (R5) １，４１５千円 

事業概要：地域おこし協力隊員やＯＢ・ＯＧを対象として、隊員が活動するフィールドにおける

研修会やつながりづくりのための交流会等を開催するとともに、市町担当者を対象と

した円滑な隊員受入れのための研修会を開催します。 
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施策９－２  

 

 

 

【主担当部局：地域連携・交通部】 

施策の目標 

（めざす姿） 

移住を考える人が一人でも多く三重県に移住し、安心して暮らし続けられるよう、人口流入の促進

に向けた移住の取組が進んでいます。また、地域の活力向上につながるよう、移住された人と地域の

人びととの交流が進んでいます。 

（課題の概要） 

若い世代をはじめ地方への関心が高まる中で、「選ばれる三重」となることで、人口流入の促進につ

なげていく必要があります。また、人口減少、少子高齢化の進行などに伴い、地域活力の低下が懸念

されることから、移住促進の取組を地域の活性化につなげていく必要があります。 

 

現状と課題 

①「ええとこやんか三重 移住相談センター」や、大阪および名古屋での相談会などにおいて、きめ

細かな相談対応を行うなど市町と連携した取組を進めた結果、平成 27 年度からの県および市町の

施策を利用した県外からの移住者数は、令和３年度末までで 2,460人となっています。内閣府の調

査では、地方への関心は年々高まっているとの結果が示されていますが、コロナ禍による相談機会

の減少や大規模フェア等の中止により本県への相談件数は落ち込み、コロナ前の水準には戻ってい

ません。移住の促進に向けた取組が全国の自治体で行われている中で、本県が移住希望地として「選

ばれる地域」となり、移住につなげていくためには、相談者にしっかりと寄り添うことができる対

面による相談機会の増加や、都市部などでのセミナー開催を充実させ、三重の暮らしの魅力を幅広

く情報発信していく必要があります。また、令和３年の転出超過数 3,480人のうち、若者が９割を

占めるなど、若者の県外流出が深刻な課題となっており、こうした状況をふまえながら、市町や関

係部局と連携した取組を進めていく必要があります。 

 

②地方移住にあたっての懸念として、「仕事や収入」、「人間関係や地域コミュニティ」が上位を占め

ています。これまで「三重暮らし魅力発信サポーターズスクエア」により、県外の移住希望者と県

内地域の人びとをつなぐ場を設け、移住前における懸念の軽減に取り組み、一定の成果をあげてい

るものの、参加者が伸び悩んでいることから、より多くの方が参加しやすく、移住前の段階から地

域の人びとと継続的な情報交換や交流ができる場づくりが必要です。 

 

③テレワークなど場所を選ばない働き方の浸透などにより、移住スタイルや相談内容が多様化してい

ます。移住希望者の様々なニーズに応えるため、市町との会議や研修会を通じた情報共有を行うと

ともに、移住者が安心して本県に移住し住み続けられるよう、移住希望者と地域のつなぎ役となる

人を増やすなど受入れ態勢を充実させる必要があります。また、移住支援事業については、制度創

設当初より要件が緩和されていますが、依然として要件が厳しいため、引き続き、要件緩和を国へ

要望するとともに、さらなる活用に向け、市町や関係部局と連携し、制度の周知等を行っていく必

要があります。  

 

 

移住の促進 
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令和５年度の取組方向 

①「ええとこやんか三重 移住相談センター」を中心に、対面を重視した相談機会を充実させ、きめ

細かな相談対応を行い、移住につなげていきます。また、引き続き、市町や関係部局と連携し、全

国フェアへの出展や他県との連携事業、移住交流ポータルサイト等を活用した情報発信を行うとと

もに、特に、首都圏に比べ知名度が高く、本県への移住実績も多い「関西圏・中京圏」からのさら

なる移住者増加に向けて、それぞれの地域に訴求効果が高いテーマによるセミナーや、マスメディ

ア等を活用した情報発信を、総合的・戦略的に実施します。加えて、県外の大学へ進学した学生な

ど、本県にゆかりのある人たちに向けて「三重の暮らしやすさ」などの情報発信を、市町や関係部

局と連携して行います。 

 

②先輩移住者や地域づくりに取り組んでいる人びとなどが発信する様々な情報を、移住希望者が気軽

に収集したり、その情報をきっかけにして地域の人びととお互いに交流する場として、ＳＮＳを活

用したオープンな情報発信・交流の場をつくり、移住の実現につなげます。 

 

 ③市町の担当者会議や研修会を通じて、移住促進に向けた課題や効果的な手法について情報共有する

とともに、移住希望者と地域とのつなぎ役となる人材の育成により県内定着や地域の活性化につな

げるなど、受入れ側の態勢充実に取り組みます。また、東京 23 区在住者等の地方への移住を後押

しする移住支援事業について、引き続き、市町と連携し実施します。 

 

KPI（重要業績評価指標） 

 
 令和３年度 ４年度 ５年度 ８年度 

項目 
（項目の説明） 

 目標値 目標値 目標値 
現状値 実績値 実績値 実績値 

県および市町の施策を利用した県外

からの移住者数（累計） 

（県および市町の施策を利用した県

外からの移住者数（平成 27（2015）

年度以降の累計）） 

 3,031人 3,632人 5,615人 

2,460人 － － － 

移住相談件数 

（「ええとこやんか三重 移住相談

センター」や移住セミナー等での移

住相談件数） 

 1,314件 1,334件 1,434件 

1,294件 － － － 

移住者の受入れと地域づくりに取り

組む人材の育成人数（累計） 

（県が実施する人材育成講座の応

用・実践講座に参加し、県内各地域

でキーパーソンとして活動している

人数） 

 ５人 10人 25人 

０人 － － － 
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主な事業 

①（一部新）ええとこやんか三重移住促進事業 

（第２款 総務費 第６項 地域振興費 １ 地域振興費） 

予算額：(R4) ３８，５８７千円 → (R5) ６４，３９５千円 

事業概要：「ええとこやんか三重 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ョン、ＨＰ等での情報発信を行うと

ともに、特に「関西圏・中京圏」に向けて、マスメディアや交通広告を活用した情報

発信や、訴求効果が高いテーマによる県単独セミナーの開催など総合的、戦略的に実

施します。また、本県にゆかりのある人たちに向けて「三重の暮らしやすさ」などの

情報発信を市町や関係部局と連携して行うほか、ＳＮＳを活用したオープンな情報発

信・交流の場をつくり、移住の実現につなげます。 

 

②移住者を受け入れる態勢の充実支援事業  

（第２款 総務費 第６項 地域振興費 １ 地域振興費） 

予算額：(R4) １４，９４５千円 → (R5) ２９，２３８千円 

事業概要：市町の担当者会議や研修会を通じて、移住促進に向けた課題や効果的な手法について

情報共有するとともに、移住希望者と地域とのつなぎ役となる人材の育成により県内

定着や地域の活性化につなげるなど、受入れ側の態勢充実に取り組みます。また、東

京 23 区在住者等の地方への移住を後押しする移住支援事業について、引き続き、市

町と連携し実施します。 
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施策９－３  

 

 

 

【主担当部局：地域連携・交通部南部地域振興局】 

施策の目標 

（めざす姿） 

南部地域に幸福感を持っていきいきと暮らす人びとが増え、地域外の人びとが南部地域に一層の魅

力を感じ、地域の外からさらに活力が注入される好循環が続くよう、若者の人口流出をくい止め、定

着に向けた働く場の確保や生活サービスの維持・確保など安心して暮らし続けることのできる地域づ

くりが進むとともに、南部地域への交流人口や関係人口が拡大し、さらにはこれらの人びとと地域と

の関係が深まっています。 

（課題の概要） 

南部地域において、人口減少と少子高齢化が進み、地域活力の低下が懸念されることから、豊かで

持続可能な地域社会を維持し、地域の活力が向上するよう取り組む必要があります。 

 

現状と課題 

①南部地域は、第一次産業の活力が低下するとともに、若者世代の人口の流出と少子高齢化が続いて

います。その一方で、世界では、2030年を目標達成年限としたＳＤＧｓの取組をはじめ、未開発で

自然豊かであることの価値が見直されつつあります。こうした時代の変化をとらえ、南部地域の特

色ある資源を生かし、地域の活力向上を図る必要があります。 

 

②地域活力の維持・向上のため、主体的に地域づくり活動に取り組む人の育成やそうした人びとのネ

ットワークの形成を図るとともに、交流人口や関係人口を増加させる必要があります。 

 

 ③新型コロナウイルス感染症により、南部地域においても観光業が大きな影響を受けています。コロ

ナ収束後を見据え、南部地域が教育旅行先として引き続き選ばれ続けるよう、教育旅行の受入促進

に取り組んでいく必要があります。 

 

令和５年度の取組方向 

①南部地域において、住民が安心して暮らし続けることができるよう、南部地域活性化基金を活用し、

特色ある資源を生かした地域活力を向上させる取組や若者の定住促進に取り組む市町を支援します。

特に、南部地域の大きな課題である若者世代の人口流出については、県も積極的に若者の定住促進

に向けた事業を企画・立案し、事業への参加を希望する市町と連携して取り組んでいきます。 

 

 ②地域ならではの特色ある資源を活用し、主体的に地域づくり活動に取り組む人材の育成やネットワ

ークの形成に取り組みます。 

 

 ③県内学校が実施する南部地域を行先とした教育旅行を支援し、児童生徒の南部地域への愛着形成に

つなげていくとともに、県外学校が南部地域の豊かな自然や歴史文化といった魅力を評価して教育

旅行先として選んでいただけるよう、教育旅行誘致に取り組みます。 

 

 

南部地域の活性化 
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KPI（重要業績評価指標） 

 
 令和３年度 ４年度 ５年度 ８年度 

項目 
（項目の説明） 

 目標値 目標値 目標値 
現状値 実績値 実績値 実績値 

南部地域における若者の定住率 

（現在の 25 歳～34 歳人口を 20 年前

の５歳～14歳人口で割った値） 

 

55.9％ 55.9％ 55.9％ 

55.9％ － － － 

地域住民等が主体となった地域への

誇りにつながる新たな活動件数（累

計） 

（地域住民等が主体となって、南部

地域固有の資源や価値を生かし、地

域での暮らしを誇りと思えることに

つながる活動の件数） 

 

13件 39件 150件 

－ － － － 

 

主な事業 

①南部地域活性化基金支援事業 

（第２款 総務費 第６項 地域振興費 １ 地域振興費） 

予算額：(R4) ９，６４７千円 → (R5) ９，８００千円 

事業概要：南部地域活性化基金を活用し、南部地域における働く場の確保や定住促進に資する事

業、および南部地域の活性化に寄与する事業に連携して取り組む市町を支援します。 

 

②地域づくり人材支援事業 

（第２款 総務費 第６項 地域振興費 １ 地域振興費） 

予算額：(R4) ５６９千円 → (R5) ２，０５４千円 

事業概要：進学に伴い生まれ育った地域を離れた若者が、南部地域をフィールドとして市町・住

民・地域おこし協力隊・移住者など地域との交流を深めながら、地域課題解決のため

のフィールドワークを行い、課題の分析とその解決に向けて取り組みます。これによ

り若者の地域への愛着形成や、卒業後のＵターン就職の促進につなげます。 

 

  ③（新）南部地域の企業・魅力体感事業 

（第２款 総務費 第６項 地域振興費 １ 地域振興費） 

予算額：(R4) ー 千円 → (R5) ４，１０７千円 

事業概要：県外を含めた南部地域外に進学・就職した若者を対象に、南部地域の特徴ある企業の

見学やＵターンして活躍している方々との意見交換、南部地域の自然や第一次産業等

を体験するバスツアーを実施し、地域を離れた若者が南部地域で働きながら豊かに暮

らすことの魅力を改めて体感できるよう取り組みます。 
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  ④（新）ファンとともに南部地域の観光資源ＰＲ事業 

（第２款 総務費 第６項 地域振興費 １ 地域振興費） 

予算額：(R4) ー 千円 → (R5) ６，６９６千円 

事業概要：南部地域の観光地としての魅力向上のため、地域の人びとがファン・マニア（例：「城

マニア」「鉄オタ」）とともに、南部地域の特色ある地域資源について、観光コンテン

ツとしての磨き上げを行います。参加者は地域資源に関する知識を深め、新たな視点

を得たうえで、観光資源としての魅力を発信する手法の検討と実践に取り組みます。 

 

⑤（一部新）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 

（第２款 総務費 第６項 地域振興費 １ 地域振興費） 

予算額：(R4) １００，９００千円 → (R5) ５４，２２６千円 

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、県外学校に対する

南部地域への教育旅行誘致活動を促進し、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。 
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施策９－４  

 

 

 

【主担当部局：地域連携・交通部南部地域振興局】 

施策の目標 

（めざす姿） 

地域の活力を向上させるため、多くの人びとが熊野古道伊勢路を訪れ、豊かな自然や食など、東紀

州地域ならではの資源に魅力を感じ、地域に滞在しながらさまざまなスポットで観光や体験型プログ

ラム、食、地域産品などを楽しむための仕掛けづくりが進んでいます。 

また、世界遺産の文化的価値が守られ、来訪者にも評価されるよう、熊野古道伊勢路の保全活動へ

幅広い主体が参画し、十分な活動資金が確保された持続可能な体制が構築されています。 

（課題の概要） 

熊野古道伊勢路をはじめとする東紀州地域ならではの資源を活用し、来訪者が長く滞在し消費額を

増やすことにより、観光業および第一次産業を含めた関連産業を活性化させ、東紀州地域の活力を向

上させる必要があります。 

また、古道の保全活動関係者の高齢化が進んでおり、新たな担い手や活動資金の確保に取り組み、

古道を良好な状態で未来へ継承していく必要があります。 

 

現状と課題 

①熊野古道伊勢路をはじめとする東紀州地域ならではの魅力の発信を強化し来訪を促すとともに、来

訪者の長期滞在を受け入れる仕組みの整備を進める必要があります。 

 

②大規模スポーツイベントによる集客交流等の素地がある東紀州地域の特色を生かして、地域に滞在

しながらスポーツや体験プログラム、地域産品等を楽しむための仕掛けづくりを進める必要があり

ます。 

 

③東紀州地域は、地理的条件もあって地域経済が低迷しており小規模な事業者も多いことから、地域

のさまざまな主体が連携して、産業の活性化に向けた取組を進める必要があります。 

 

④熊野古道伊勢路がめざす「歩き旅」を象徴的なイメージとする「現代の巡礼道」に向けた取組は道

半ばであり、伊勢から熊野までの道程を通して歩く意欲を高める取組や仕組みづくりを進める必要

があります。 

 

⑤熊野古道伊勢路の保全団体では構成員の高齢化が進み、地元の有志を主体とする保全活動は限界に

近づいていることから、新たな担い手や活動資金の確保のための取組を進める必要があります。 

 

 

 

 

 

 

東紀州地域の活性化 
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令和５年度の取組方向 

①東紀州地域への誘客の促進や地域の魅力発信につなげるため、東紀州地域へランニング人口等を誘

致する手法について調査・検討を実施します。 

 

②東紀州地域の拠点滞在型観光の推進に向けて、幅広い層が利用可能な多様なサイクリングルートを

設定するためにワークショップや現地調査等を実施して、サイクリスト向けのコンテンツの造成に

取り組みます。 

 

③地域の資源を生かした商品のブラッシュアップによるブランド力強化や高付加価値化、販路拡大等

の取組を支援することにより、東紀州地域の産業振興に向けて取り組みます。 

 

④熊野古道伊勢路の世界遺産登録 20周年に向けて、伊勢路全域で統一感のある案内標識の整備を支援

するとともに、山歩きアプリを活用するなど、外国人も含めた人びとが伊勢路の「歩き旅」を安全

に楽しめる環境を整備します。 

 

⑤熊野古道伊勢路に関するさまざまな活動をしている関係者が一堂に会する場である熊野古道協働会

議の枠組みを通じて、保全団体や民間企業、市町等と連携し、持続可能な保全体制の構築に向けた

取組を進めます。 

 

KPI（重要業績評価指標） 

 
 令和３年度 ４年度 ５年度 ８年度 

項目 
（項目の説明） 

 目標値 目標値 目標値 
現状値 実績値 実績値 実績値 

東紀州地域における観光消費額の伸

び率 

（観光旅行者が東紀州地域において

支出した観光消費額の令和２（2020）

年を 100とした場合の伸び率） 

 
113 120 147以上 

100 

（２年） 
－ － － 

商談会等における新たな成約件数

（累計） 

（商談会等において東紀州地域の事

業者が新たに得た成約件数） 

 
40件 60件 120件 

20件 － － － 

熊野古道伊勢路の来訪者数 

（熊野古道伊勢路を訪れた人数の推

計値） 

 270千人 320千人 440千人 

246千人 － － － 

熊野古道伊勢路の保全活動に参加し

た新たな担い手の人数（累計） 

（熊野古道伊勢路の保全活動に参加

した新たな担い手の人数） 

 300人 500人 2,000人 

100人 － － － 
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主な事業 

①（新）東紀州地域ランニング人口誘致調査事業 

（第２款 総務費 第６項 地域振興費 １ 地域振興費） 

予算額：(R4) ー 千円 → (R5) ９，８０９千円 

事業概要：東紀州地域の特性や全国の動向をふまえ、東紀州地域へランニング人口等を誘致する

手法について、イベントの開催を含めて課題や経費、経済効果等を調査します。 

 

②（新）サイクリング観光推進事業 

（第２款 総務費 第６項 地域振興費 １ 地域振興費） 

予算額：(R4) ー 千円 → (R5) ５，５００千円 

事業概要：東紀州地域独自のサイクリングルートを設定するため、ワークショップ等を開催し、

現地調査を行います。また、地域の観光資源を活用したサイクリスト向けのコンテン

ツを造成し、モニターツアーを実施してコンテンツの改善を行い、商品化をめざしま

す。 

 

③（新）熊野古道伊勢路「歩き旅」ブランディング事業 

（第２款 総務費 第６項 地域振興費 １ 地域振興費） 

予算額：(R4) ー 千円 → (R5) １２，４９９千円 

事業概要：熊野古道伊勢路の世界遺産登録 20 周年に向けて、伊勢路全域で統一感のある案内標

識の整備を支援するとともに、山歩きアプリを活用するなど、外国人も含めた人々が

伊勢路の「歩き旅」を安全に楽しめる環境を整備します。 

 

④（一部新）熊野古道活用促進事業 

（第２款 総務費 第６項 地域振興費 １ 地域振興費） 

予算額：(R4) ６，５０３千円 → (R5) １４，３３７千円 

事業概要：熊野古道伊勢路の世界遺産登録 20周年に向け、「歩き旅」のブランディングを推進す

るため、伊勢路を踏破するイベントを開催するとともに、セミナー等による伊勢路の

価値や魅力の発信、スペイン・バスク自治州との交流促進を図ります。併せて、古道

を安心して歩けるよう、熊野古道サポーターズクラブの活動や熊野古道一斉クリーン

アップ作戦にも取り組みます。 

 

⑤Easy Access to東紀州！プロジェクト推進事業 

（第２款 総務費 第６項 地域振興費 １ 地域振興費） 

予算額：(R4) ４，５８９千円 → (R5) ５，９８５千円 

事業概要：奈良県・和歌山県等との広域連携による誘客促進に取り組み、紀伊半島における旅行

者の周遊性・滞在性を高めます。また、（一社）東紀州地域振興公社等と連携し、イ

ンバウンド復活後を見据えた外国人旅行者の誘客促進や、東紀州地域の資源を生かし

た体験型コンテンツの造成・磨き上げに取り組みます。 

 

⑥東紀州地域集客交流推進事業 

（第２款 総務費 第６項 地域振興費 １ 地域振興費） 

予算額：(R4) ８１，７６４千円 → (R5) ７３，６８７千円 

事業概要：熊野古道センターにおいて、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。 
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⑦東紀州地域活性化推進費 

（第２款 総務費 第６項 地域振興費 １ 地域振興費） 

予算額：(R4) ２，７８４千円 → (R5) ３，０５０千円 

事業概要：熊野古道の関係者が一堂に会して意見交換等を行う「熊野古道協働会議」を通じて、

古道の保全と活用に向けて取り組みます。また、「持続可能な保全体制づくり」分科

会において、伊勢路全体での持続可能な保全の仕組み構築について検討を進めます。 
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施策１０－１  

 

 

 

【主担当部局：総務部デジタル推進局】 

施策の目標 

（めざす姿） 

県民の皆さんや県内事業者等のＤＸに取り組もうとする機運が醸成されており、デジタルに関する

知識やスキルを有した人材が増え、産業や暮らしなどさまざまな分野においてＤＸの取組が進んでい

ます。 

また、革新的な技術やサービスの社会実装が進み、社会課題や地域課題の解決が図られています。 

（課題の概要） 

デジタル化が進展する一方で、デジタル化の恩恵を受けられない人々が取り残される懸念がありま

す。 

また、県内事業者においては、ＤＸ人材が不足することにより、経営効率化が進まないことが懸念

されます。 

さらに、本県が抱える地域課題や社会課題に対し、革新的な技術やサービスを活用していかなけれ

ば、県民生活の質の向上や維持が困難になることが懸念されます。 

 

現状と課題 

①県民の皆さんや県内事業者、市町・県などの行政機関のＤＸを推進するためのワンストップ相談窓

口「みえＤＸセンター」において、国内外のＤＸをけん引する専門家や企業と連携した相談支援を

行うとともに、ＤＸの推進に向けた機運醸成を図るためのセミナーを実施しています。引き続き、

各主体によるＤＸの取組を後押しする必要があります。また、ＤＸに関する取組を行っている県内

企業が約 12％にとどまっていることから、企業の意識啓発を図りながら、ＤＸ人材の育成支援に取

り組んでいく必要があります。 

 

②社会情勢の変化に伴い、新たな地域課題・社会課題が発生していることから、スタートアップが持

つ革新的な技術やサービスを活用した新たなビジネスを創出することで、地域における課題の解決

や経済活性化につなげていく必要があります。 

 

③ドローン物流や空飛ぶクルマを活用した「空の移動革命」について、国主導の官民協議会における

議論や法整備等の動向を注視しながら、観光、交通、防災、市民生活など様々な地域課題の解決を

図るため、関連するビジネスへの参入をめざす事業者に対する支援や環境整備、地域受容性向上に

資する取組を進める必要があります。 

 

令和５年度の取組方向 

 

①「みえＤＸセンター」において、引き続き、県民の皆さんや県内事業者等がＤＸに取り組んでいた

だける機運の醸成を図るとともに相談支援を行い、各主体によるＤＸの取組を支援します。 

 

 

 

社会におけるＤＸの推進 

 

 

総務部デジタル推進局 
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②デジタル化の進展をふまえ、企業の経営者やＤＸを推進する担当者への研修の実施など、県内事業

者等へのＤＸ人材の育成および県内定着を支援します。 

 

③三重発スタートアップの増加をめざして、創業や第二創業への関心を高める取組や、新規事業創出

に向けた外部との連携促進など、起業前から事業拡大まで、事業の成長段階に応じた支援に取り組

みます。 

 

④県内におけるさまざまな地域課題の解決や新たなビジネスの創出のため、ドローン物流等の社会実

装を促進するための環境整備や地域受容性向上に向けた機運醸成により「空の移動革命」の実現に

向けて取り組みます。 

 

KPI（重要業績評価指標） 

 
 令和３年度 ４年度 ５年度 ８年度 

項目 
（項目の説明） 

 目標値 目標値 目標値 
現状値 実績値 実績値 実績値 

ＤＸに取り組む県民の皆さんや県内

事業者等への支援に対する貢献度 

（県が実施した支援に対して相談者

等が「役に立った」「やや役に立った」

と回答した割合） 

 

 

 

 

90.0％以上 

 

 

90.0％以上 

 

 

90.0％以上 

 

 

90.0％ 

 

 

－ 

 

 

－ 

 

 

－ 

 

ＤＸや革新的な技術・サービスを活

用した先進的な取組を行う事業者等

への支援件数（累計） 

（ＤＸや革新的な技術・サービスを

活用した取組をめざす事業者等に対

して、情報提供やマッチング、事業

計画への助言等の支援を行った件

数） 

 

 

 

 

39件 52件 91件 

26件 － － － 

 

主な事業 

 

①みえＤＸセンター関連事業 

（第２款 総務費 第１項 総務管理費 10 情報対策費） 

予算額：(R4) １１，４１７千円 → (R5) ８，００２千円 

事業概要：ＤＸをけん引する専門家や企業と連携した「みえＤＸセンター」において相談支援を

行うとともに、ＤＸの推進に向けた機運醸成を図るためのセミナー等を実施します。

また、ＤＸに関する身近な取組事例を分かりやすく発信することにより、「みえＤＸ

センター」の利用促進を図ります。あわせて、市町等と連携し、高齢者を対象とした

スマートフォンの基本操作等の講座を実施します。 

総務部デジタル推進局 

雇用経済部 
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②ＤＸ人材育成推進事業 

（第７款 商工費 第１項 商工業費 ３ 商工業振興費） 

予算額：(R4) １６，１７４千円 → (R5) ８，７７６千円 

事業概要：企業・社会人、学生など幅広い主体を対象に、ＤＸに取り組んでいただけるよう、さ

まざまなテーマを設定した講座の開催を通じてＤＸ人材の育成に取り組むとともに、

「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。 

 

③（一部新）スタートアップ支援事業 

（第７款 商工費 第１項 商工業費 ７ 新産業振興費） 

予算額：(R4) ２７，０００千円 → (R5) ２６，１５４千円 

事業概要：県内外の関係機関が一体となって三重発スタートアップを創出するため、大学・金融

機関・経済団体・支援機関等が参画する支援体制（プラットフォーム）を構築します。 

     また、学生や社会人等を対象に講演やワークショップ等を開催し、起業機運の醸成に

取り組むとともに起業を検討している方等を対象に、事業計画の策定などの支援を行

います。あわせて、スタートアップや新事業創出をめざす県内企業を対象に、事業共

創に向けたマッチングや財政的な支援に取り組みます。 

 

④空の移動革命促進事業 

（第７款 商工費 第１項 商工業費 ７ 新産業振興費） 

予算額：(R4) ２０，６３０千円 → (R5) １０，５０４千円 

事業概要：「空の移動革命」の実現に向けて、三重県が抱える地域課題を解決し、地域における生

活の質の維持・向上と新たなビジネスの創出を図るため、事業者による県内での社会

実装に向けた取組への支援や、安全安心な運航の実現に向けた課題を整理するための

調査を行います。また、今後のビジネス展開に向けた機運醸成に取り組みます。 

 

雇用経済部 
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施策１０－２  

 

 

 

【主担当部局：総務部デジタル推進局】 

施策の目標 

（めざす姿） 

スマートフォン等の利用を通じた行政手続のデジタル化が進むとともに、県や市町等が保有するデ

ータを活用した政策立案やサービスが創出されることにより、県民の皆さんの利便性が向上していま

す。 

（課題の概要） 

行政ニーズの多様化や課題の複雑化が進み、自治体における経営資源が大きく制約を受けることも

考えられる中、デジタル技術を活用することで、社会の変化や県民の皆さんのニーズに対応した、よ

りよい行政サービスを安定的に提供する必要があります。 

 

現状と課題 

①電子署名、電子納付に対応できるよう電子申請・届出システムの更新を行い、関係部局とも連携し

ながら行政手続のデジタル化を進めています。県民の皆さんの利便性向上を図るためには、電子申

請の使い易さの向上や事務処理の迅速化を図るとともに、窓口対応も含めた行政手続の一層のデジ

タル化を推進する必要があります。また、利用者目線に立った行政サービスの提供等に向けて、令

和４年度に整備中のＤＸ推進基盤を通じた、県や市町等の保有データの積極的な活用に取り組む必

要があります。 

 

②「三重県・市町ＤＸ推進協議会」等の場を活用し、ＤＸ人材育成やデジタルツールの共同調達、情

報システムの標準化、マイナンバーカードの普及促進といった市町がＤＸを推進する上で必要とな

る課題の解決に向け、意見交換や調査・検討に取り組んでいます。また、令和４年度から新たにデ

ータ連携・活用に向けた機運醸成に取り組んでいます。引き続き、市町間及び県と市町の連携を一

層強化するとともに、課題の把握に努め、必要な支援を行う必要があります。 

 

令和５年度の取組方向 

①県民の皆さんの利便性向上を図るため、行政手続デジタル化方針に基づき、電子申請できる手続を

増やしつつ、ユーザー視点に立ったシステムのＵＩ／ＵＸ（※）の改善を図るとともに、窓口にお

ける手続や相談対応のデジタル化に向けた調査・検討に取り組みます。さらに、県民の皆さんや事

業者等に活用していただけるよう、オープンデータの充実を図るとともに、データに基づく政策立

案や行政サービスの創出に向けた取組を推進します。 

 

②ＤＸ人材育成やデジタルツールの共同調達、情報システムの標準化、マイナンバーカードの普及促

進、データ連携・利活用など、市町ＤＸの促進に向け、引き続き、「三重県・市町ＤＸ推進協議会」

等の場を活用し、市町と連携して意見交換や調査・検討に取り組みます。 

 

 ※ＵＩ／ＵＸとは、サービス等を開発するときに、利用者にとって使いやすいかどうかを考える概

念のこと。ＵＩは利用者の目に触れたり実際に使用したりする部分、ＵＸは利用者がサービス等

を使って得られる体験を示す。 

行政サービスのＤＸ推進 
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KPI（重要業績評価指標） 

 
 令和３年度 ４年度 ５年度 ８年度 

項目 
（項目の説明） 

 目標値 目標値 目標値 
現状値 実績値 実績値 実績値 

デジタル化した県独自の行政手続の

割合 

（年間受付件数 100件以上の手続の

うちデジタル化の効果が期待できる

75手続を対象） 

（年間受付件数 100件以上の県独自

手続のうち利便性の向上や業務効率

化等デジタル化の効果が期待できる

75手続についてデジタル化した割合

（受付件数ベース）） 

 

 

 

 

76％ 92％ 100％ 

39％ － － － 

市町ＤＸの促進に向けた市町との連

携による取組数（累計） 

（市町ＤＸの促進に向け、三重県・

市町ＤＸ推進協議会等において、複

数の市町と連携して取り組んだ数） 

 

 
17取組 27取組 57取組 

７取組 － － － 

 

主な事業 

①（一部新）行政サービス提供事業 

（第２款 総務費 第１項 総務管理費 10 情報対策費） 

予算額：(R4) ４８，８７１千円 → (R5) ８０，８３９千円 

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、電子申請の受付フォームや

受付後の業務フローの改善を図るとともに、窓口対応のデジタル化に向けた実証に取

り組みます。また、ＧＩＳ（地理情報システム）の運用や共有デジタル地図の更新に

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。 

 

②市町ＤＸ促進事業 

（第２款 総務費 第１項 総務管理費 10 情報対策費） 

予算額：(R4) ９，８７８千円 → (R5) ８，８１８千円 

事業概要：市町ＤＸの促進に向け、県と市町におけるデジタルツールの共同調達に向けた調査・

検討に取り組むとともに、標準準拠システムへの移行計画の策定など、情報システム

の標準化・共通化を推進するため、情報提供や助言等の必要な支援を行います。 
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施策１１－１  

 

 

 

【主担当部局：県土整備部】 

施策の目標 

（めざす姿） 

高規格道路では、東海環状自動車道の全線開通や、新宮紀宝道路の開通のほか、直轄国道でも中勢

バイパスが全線開通するなど、県内外を貫く南北軸が強化・延伸され、県民の皆さんの安全・安心が

高まるとともに、地域間の交流・連携が広がり、地域の経済活動が活性化しています。 

県管理道路では、磯部バイパスが完成するなど、地域間交流の促進や観光復興に向けた動きにつな

がるとともに、未改良道路の拡幅等による混雑解消や生活交通の円滑性の確保が進んでいます。 

リニアによる交通革新や高速道路ネットワークの進展をふまえ、総合交通ターミナルの整備を賑わ

い・防災空間の創出とともに展開しています。 

千葉県八街市の通学路の死傷事故をふまえた交通安全対策が全て完了するとともに、通学路交通安

全プログラムに位置づけられた箇所も概成しています。また、区画線などの道路の着実な維持管理に

取り組むとともに、ＡＩを活用した交通観測体制の拡充により、県民の皆さんが安全で快適に道路を

利用しています。 

街並みに調和した景観や交通安全などの機能に応じた街路樹の剪定や花植え活動などにより、良好

な空間が形成されるとともに、道路施設の脱炭素化へ向けた持続的な管理も進んでいます。 

港湾では、岸壁や航路等の着実な維持管理により安全な利用を確保するとともに、脱炭素化や船舶

の大型化への対応、クルーズ船寄港誘致など港湾の利活用を促進する官民連携のプロジェクトが進ん

でいます。 

（課題の概要） 

高規格道路等のミッシングリンクや渋滞区間の存在により、県内各地域における社会・経済活動の

支障となり、企業進出や観光誘客等に多大な影響を及ぼします。県管理道路の整備は、混雑状況や車

道幅員など他県から大きく遅れており、地域間交流や安全・安心な生活への支障となります。 

公共交通と道路ネットワークの連携を強化する拠点の不足により、今後のリニアの開業に伴う効果

の発現や中心市街地の活性化等への支障となります。 

道路空間の安全性など機能改善が求められる中で、通学路の対策の遅延や区画線の剥離等の進行に

より県民生活へのリスクが高まります。また、街路樹等の魅力が乏しい道路空間の存在により、生活

の豊かさや来街者へのサービス等が損なわれます。 

県管理港湾における貨物量のさらなる減少により、背後地も含めた地域の雇用や経済活動に大きな

影響が生じます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

道路・港湾整備の推進 
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現状と課題 

①熊野尾鷲道路（Ⅱ期）の開通をはじめ、鈴鹿亀山道路の新規事業化など、多くの幹線道路の整備が

進み、地域間の交流・連携が促進されるとともに、地域の安全・安心が高まるなどの整備効果があ

らわれてきていますが、都市部における慢性的な渋滞の発生、近い将来に発生が懸念される南海ト

ラフ地震等の大規模自然災害への備えなど多くの課題が残されています。このため、高規格道路お

よび直轄国道の早期整備について、関係市町や地域住民、地元民間企業等と一体となって国等に要

望していく必要があります。 

 

②県管理道路では、幹線道路ネットワークの強化、バイパス等の抜本的な整備および早期に事業効果

を発現できる待避所の設置など柔軟な対応を織り交ぜた道路整備を推進していますが、車道幅員の

確保など他県から大きく遅れており、地域間交流や安全・安心な生活の支障となるなど多くの課題

が残されています。 

 

③コロナ時代の社会変容に対応し、インフラの新たな価値を創造しつつ、豊かで活力のある地方創生

の実現のため、道路空間の再編による賑わいの創出や観光の復興に向けた道路整備により、ポスト

コロナを見据えた地域づくりを推進する必要があります。県都の顔となる津駅では、駅周辺の再編

を図るため、三重河川国道事務所・三重県・津市で「津駅周辺道路空間再編検討委員会」を設置し、

有識者、交通関係者、経済関係者および行政が、さまざまな立場や観点から幅広く意見交換を行い、

社会実験も含めて整備方針の具体化に向け調整を進めています。 

 

④千葉県八街市の交通事故などを受け通学児童等の安全確保が全国的な課題となっている中、通学路

の合同点検結果や通学路交通安全プログラムに基づき、関係者と連携しながら対策を進めていると

ころであり、歩行者等の安全・安心を確保するための取組を一層進めていく必要があります。また、

道路施設の老朽化が急速に進行する中、道路を安全・安心・快適に利用できるよう、引き続き点検

や修繕を着実に進めるとともに、剥離が進行する路面標示については、一定の水準の確保・定常化

を図る必要があります。さらに、令和５年に志摩市で開催される「Ｇ７交通大臣会合」に向け、道

路施設等に必要な対策を実施する必要があります。 

 

⑤デジタル技術などの技術革新が進展する中、平常時・災害時を含めた道路施設の利用・管理を効率

的かつ効果的にマネジメントするため、IＣＴ・ＡＩ技術等の新技術の導入・活用を進めていく必

要があります。また、ＡＩカメラによる常時観測システムの運用を令和３年４月から開始しており、

引き続き、交通マネジメントや道路空間の再編等の計画検討、災害時の異常検知など、ＡＩカメラ

の活用の幅を広げる検討を進めるとともに、観測体制の強化を進める必要があります。 

 

 ⑥「みえ花と絆のプロジェクト」として、地域との協働による花植え活動などの取組を実施していま

す。引き続き、気候変動への対応として道路施設における脱炭素化への取組を進めていくとともに、

「花植え活動」「美化活動」を通じた地域協働による道路の緑化空間の展開、道路管理者による街

路樹の適切な維持管理など、道路空間の美化・緑化の取組を進めていく必要があります。 
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⑦国の温室効果ガス削減目標をふまえ、港湾を利用する企業等とも連携し、港湾の脱炭素化に向けた

取組の推進を図る必要があります。また、港湾の荷役利用、観光利用の増加に向けて地域産品の輸

送、観光・レジャーを通じた交流人口の拡大など、地域が元気になる取組を支援する必要がありま

す。 

 

⑧県管理港湾について、利用者の安全や港湾の機能を確保するため、老朽化した施設を補修するとと

もに、大規模地震時の緊急物資輸送ルートの機能を確保するため、臨港道路の橋梁の耐震対策を進

めています。港湾は地域経済を支え、防災拠点としての役割を果たす必要があることから、引き続

き、計画的かつ効率的な補修に取り組むとともに、臨港道路橋梁等の耐震化を進める必要がありま

す。 

 

令和５年度の取組方向 

①人流・物流の円滑化や活性化によって元気な地域づくりを支えるとともに、南海トラフ地震等の大

規模自然災害発生時には「命の道」として重要な役割を果たす近畿自動車道紀勢線をはじめ、新名

神高速道路（６車線化）、東海環状自動車道、紀勢自動車道（４車線化）等の高規格道路や北勢バイ

パス、中勢バイパス、鈴鹿四日市道路等の直轄国道が整備推進されるよう取組を進めます。また、

新たな広域幹線道路ネットワークの構築をめざし、鈴鹿亀山道路の早期整備や名神名阪連絡道路の

事業化に向けた取組を進めます。 

 

②県管理道路では、県土づくりの骨格となっている高速道路や国管理の国道を補完し、地域間交流を

促進する幹線道路ネットワークの拡充を進めるとともに、観光復興を支えるアクセス道路の整備と

して、伊勢志摩連絡道路等の整備を進めます。また、身近な生活道路では車両のすれ違いが困難な

箇所の解消など、安全で円滑な交通の確保に向けた整備を着実に進めます。 

 

③自動車の安全かつ円滑な通行に加え道路空間の再編などによる賑わい空間の創出や公共交通との利

便性の向上を図るため、県都の顔となる津駅周辺において、引き続き社会実験も含めて整備方針の

具体化を関係機関等と連携して進めます。 

 

④千葉県八街市の交通事故をふまえた合同点検で明らかになった危険個所や通学路交通安全プログラ

ムに位置付けられた対策箇所の安全確保を図るため、スピード感を持って交通安全対策を進めます。

また、舗装等の老朽化が進行する道路施設が長期にわたり必要な機能を十分発揮するよう計画的な

点検、着実な修繕を進めるとともに、剥離が進行する路面標示では、一定の水準を確保し、定常化

が図れるよう取り組みます。加えて、「Ｇ７交通大臣会合」に向け、関係機関と連携・協議のうえ、

必要な対策を実施します。 

 

⑤道路施設の利用・管理を効率的かつ効果的にマネジメントするため、ＩＣＴやＡＩを活用したモニ

タリング体制の拡充や点検の高度化などを進めます。また、ＡＩカメラ等の整備による、観測体制

の強化を図るとともに、ＡＩカメラの活用の幅を広げる取組を進めます。 
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⑥街路樹が持つ良好な景観形成の機能が発揮されるよう、街路樹の樹形管理を、メリハリをつけて進

めるとともに、多様な主体の連携・協働のもとで、花の持つ人を癒す効用を生かす花植え、美化活

動など空間のグリーン化の取組を進めます。また、道路施設の脱炭素化へ向けた持続的な管理を実

現するため、トンネル照明灯のＬＥＤ化を計画的に推進します。 

 

⑦港湾の脱炭素化に向けた取組として重要港湾におけるカーボンニュートラルポート形成計画の策定

に向けた取組を進めるとともに、港湾を利用した地域産業活性化、観光活性化を図るための環境整

備を進めます。 

 

⑧港湾施設が将来にわたり必要な機能を十分発揮するよう、点検・補修等の維持管理を実施するとと

もに、津松阪港（新堀地区）等において老朽化対策を進めます。また、緊急物資輸送ルートの機能

を確保するため、令和５年度完成予定の長島港の臨港道路橋梁（江ノ浦大橋）や令和４年度から着

手した鳥羽港の岸壁の耐震対策を進めます。 
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KPI（重要業績評価指標） 

 
 令和３年度 ４年度 ５年度 ８年度 

項目 
（項目の説明） 

 目標値 目標値 目標値 
現状値 実績値 実績値 実績値 

中部圏の広域ネットワークを形成す

る東海環状自動車道の開通 

（東海環状自動車道の県内区間（新

四日市ＪＣＴ～県境：23.3ｋｍ）の

開通） 

 用地取得完了       

県境（三重県

側）トンネル

本体工事着手        

〈全線開通〉 

県内 23.3km 

全体 153km 

〈県内〉 

新四日市 JCT

～大安 IC間 

7.8ｋｍ 

－ － － 

伊勢・志摩地域の交流を促進するネ

ットワーク整備 

（高速道路と志摩地域の観光リゾー

ト拠点を結ぶ伊勢志摩連絡道路の一

部（磯部ＢＰ L=2.5km）が完成） 

 

 

 

 

 

 

 

磯部ＢＰ 

事業中 

トンネル 

工事中 

 

磯部ＢＰ 

事業中 

トンネル 

工事完成 

磯部ＢＰ 

開通 

伊勢志摩連絡

道路の全線開

通（20ｋｍ） 

磯部ＢＰ 

事業中 

第２伊勢道路

／鵜方磯部 

ＢＰ 

供用済 

－ － － 

リニアをふまえた総合交通ターミナ

ルの整備 

（新広域道路交通計画（交通拠点計

画）に基づく整備推進）  

近鉄四日市・

津駅での社会

実験の実施      

近鉄四日市駅

での社会実験

の実施／津駅

周辺における

整備方針の具

体化に着手 

県内の総合交

通ターミナル

計画の策定お

よび近鉄四日

市・津駅での

整備推進 

近鉄四日市駅

周辺での事業

着手／津駅周

辺での整備方

針の策定 

－ － － 

危険な通学路の交通安全対策が完了

した割合 

（令和３年６月に千葉県八街市の通

学路で発生した死傷事故をふまえた

合同点検の要対策箇所のうち、対策

を完了した割合） 

 

 

94％ 

 

96％ 100％ 

30％ 

 

－ 

 

－ 

 

－ 
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 令和３年度 ４年度 ５年度 ８年度 
項目 

（項目の説明） 
 目標値 目標値 目標値 

現状値 実績値 実績値 実績値 

道路区画線の引き直し 

（高耐久性の白線を活用しながら視

認性の高い状態を定常化） 

 

高耐久性塗料

を用いた白線

のモニタリン

グ調査および

ＡＩを用いた

路面劣化検知

システムの試

験運用 

高耐久性塗料

を用いた白線

のモニタリン

グ調査および

ＡＩを用いた

路面劣化検知

システムの運

用開始 

剥離度Ⅱ以内

の水準の維持

および白線の

高耐久化 

 

 

 

剥離度Ⅱ以内

の水準の維持 

 

 

 

－ － － 

トンネル照明のＬＥＤ化によるＣＯ

２排出量の削減割合 

（県が管理するトンネル照明のＬＥ

Ｄ化による年間ＣＯ２排出量の削減

割合（平成 30年度比較）） 

 

30％削減 

（ＣＯ₂排出

量 1,100ｔ 

／年） 

32％削減 

（ＣＯ₂排出

量 1,080ｔ 

／年） 

40％削減 

（ＣＯ₂排出

量 950ｔ 

／年） 

28％削減 

（ＣＯ₂排出

量 1,150ｔ 

／年） 

－ － － 

県民の皆さんとともに進める緑化活

動の参加人数（累計） 

（道路、河川等のインフラを舞台と

した緑化活動に県民の皆さんが参加

した累計人数） 

 

 

 

4,400人 8,900人 23,000人 

 

－ 

 

－ － － 

重要港湾の脱炭素化に関する計画の

策定 

（令和３年度に国により示されたカ

ーボンニュートラルポート（ＣＮＰ）

形成計画策定マニュアルに基づく策

定） 

 

 

 

関係者調整 
ＣＮＰ形成計

画策定に着手 

ＣＮＰ計画に 

基づく事業に 

一部着手 

 

－ 

 

－ － － 
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主な事業 

①直轄道路事業 

  （第８款 土木費 第２項 道路橋りょう費 ３ 道路橋りょう新設改良費）  

予算額：(R4) ９，４１０，８３２千円 → (R5) １２，３０１，９１８千円  

（ １２，８５１，８３２千円 → １４，５７８，０８５千円 ※１月補正含みベース） 

事業概要：地方創生、国土強靱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。  

 

②道路調査事業 

（第８款 土木費 第２項 道路橋りょう費 １ 道路橋りょう総務費） 

予算額：(R4) ５２，９５０千円 → (R5) ５２，９５０千円  

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早期整備や事業化に向け、調

査・検討を進めます。また、道路空間の再編などによる賑わい空間の創出や公共交通

との利便性の向上を図るため、津駅周辺において、社会実験も含めて整備方針の具体

化を進めます。 

 

③道路改築事業 

（第８款 土木費 第２項 道路橋りょう費 ３ 道路橋りょう新設改良費） 

予算額：(R4) ９，１０５，７０４千円 → (R5) ８，９７２，９３７千円   

（ １３，０５２，０８５千円 → １０，４５７，９２６千円 ※１月補正含みベース） 

事業概要：高速道路や国管理の国道を補完し、地域間交流を促進する幹線道路ネットワークの拡

充を進めるとともに、観光復興を支えるアクセス道路等の整備を進めます。また、身

近な生活道路では車両のすれ違いが困難な箇所の解消など、安全で円滑な交通の確保

に向けた整備を進めます。  

 

④交通安全対策事業 

（第８款 土木費 第２項 道路橋りょう費 ２ 道路橋りょう維持費） 

予算額：(R4) １，１５４，２１３千円 → (R5) １，６４０，７６５千円  

   （ ２，０９１，１０４千円 → １，８６８，１１５千円 ※１月補正含みベース） 

事業概要：千葉県八街市の事故をふまえた合同点検や通学路交通安全プログラムの対策箇所につ

いて、関係者と連携しながら、スピード感を持って対応します。 

  

 ⑤道路維持管理事業 

（第８款 土木費 第１項 土木管理費 １ 土木総務費） 

予算額：(R4) ６，６８２，６８８千円 → (R5) ７，５１４，１８６千円 

事業概要：道路利用者が安全・安心・快適に利用できるよう、剥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、一定の水準の確保・定常化を進めるとともに、効果的

できめ細かな道路除草に取り組みます。また、街路樹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に取り組みます。 
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 ⑥道路ＤＸ事業 

（第８款 土木費 第２項 道路橋りょう費 ２ 道路橋りょう維持費） 

予算額：(R4) ― 千円 → (R5) ２７，３００千円 

   （ ４２，０００千円 → ２７，３００千円 ※１月補正含みベース） 

事業概要：道路施設の利用・管理を効率的かつ効果的にマネジメントするため、ＩＣＴやＡＩを

活用したモニタリング体制の拡充や点検の高度化などを進めます。 

 

⑦（新）カーボンニュートラルポート形成計画策定事業 

（第８款 土木費 第４項 港湾費 １ 港湾管理費） 

予算額：(R4) ― 千円 → (R5) ３０，０００千円 

事業概要：重要港湾（津松阪港、尾鷲港）の特性や港湾利用者の意見をふまえ、港湾の脱炭素化

に向けたロードマップを作成します。 

 

⑧港湾事業 

（第８款 土木費 第４項 港湾費 ２ 港湾建設費）など 

予算額：(R4) ８３８，９００千円 → (R5) ８０８，５００千円  

   （ ９９１，１００千円 → ８８１，７００千円 ※１月補正含みベース） 

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、臨港道路橋梁の耐震対策を進めます。 
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施策１１－２  

 

 

 

【主担当部局：地域連携・交通部】 

施策の目標 

（めざす姿） 

持続可能な公共交通の確保・充実に向けて、県内各市町で地域公共交通計画の策定が進み、地域の

実情に応じた交通に関する方向性が整理され、多様な輸送資源を活用することなどにより、新たな移

動手段の確保が進んでいます。 

また、リニア三重県駅の設置による効果を県内全域に波及させるよう、リニア三重県駅と地域を結

ぶ県内広域交通網の整備促進について、関係機関との検討が進むとともに、リニア三重県駅を核とし

た地域づくり等、将来像についての方向性をとりまとめています。 

（課題の概要） 

地域公共交通の利用者が減少する中、より一層の利用促進や交通不便地域等における新たな移動手

段の確保が求められています。 

一方で、リニア中央新幹線の東京・名古屋間の開業に向け、リニア三重県駅の設置への県民の期待

が高まる中、リニア三重県駅を核とした地域づくり等を通じて、リニア中央新幹線の効果を本県の発

展につなげていくことが求められています。 

 

現状と課題 

①県内公共交通については、新型コロナウイルス感染症の影響により減少していた利用者数が回復傾

向にあるものの、コロナ以前の水準には戻らないという懸念もあります。バス交通については、複

数市町等をまたぐ地域間幹線系統バスの維持・活性化を図るため、運行等を支援するとともに、利

用者の少ない路線の利用促進等を図る必要があります。また、路線バスやコミュニティバス等公共

交通の維持・活性化に向け、市町等と連携し検討を進める必要があります。地域鉄道等については、

路線の維持・活性化を図るため、事業者が実施する安全対策等を支援するとともに、沿線市町や関

係府県等と連携し利用促進に取り組む必要があります。 

 

②高齢者の交通事故が社会問題化し、自動車運転免許の返納件数が増加傾向にある中、交通空白地な

どにおける高齢者をはじめとする県民の皆さん等の移動手段を確保していくため、地域の実情に応

じた取組を進めるとともに、新たな移動手段を導入する地域の拡大を図る必要があります。また、

令和２年 11月に改正・施行された「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」に基づき、「三

重県地域公共交通計画（仮称）」を策定する必要があります。 

 

③新型コロナウイルス感染症の影響により、国際線を中心に航空需要の回復途上にあることから、感

染症の収束状況をふまえながら「中部国際空港利用促進協議会」等との連携を図り、空港の利用促

進に取り組む必要があります。中部国際空港の機能強化については、第二滑走路の整備による 24

時間完全運用の実現のため、引き続き国への要望や事業推進に向けた関係者と意見交換を行ってい

く必要があります。 

公共交通の確保・充実 
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④リニア中央新幹線は、骨太の方針で 2023 年中の名古屋・大阪間の環境影響評価着手について示さ

れたため、名古屋・大阪間の一日も早い着工と全線開業の実現に向け、円滑な環境影響評価の実施

およびルート・駅位置の早期確定につながるようＪＲ東海との協議を進めていく必要があります。

また、次のステップとして、県がめざすリニアを活用した将来像を整理する必要があります。加え

て、リニア事業に対する県民の皆さんの理解や協力が得られるよう、一層の気運醸成を図っていく

必要があります。 

 

令和５年度の取組方向 

①コロナ禍で落ち込んだ利用者の回帰に向け、市町や事業者等と連携し、利用促進等に取り組みます。 

地域間幹線系統バスの維持・活性化を図るため、国と協調して事業者の運行等を支援するとともに、

「三重県地域公共交通協議会」で検討を行い、利用促進等に取り組みます。また、路線バスやコミ

ュニティバス等公共交通の維持・活性化に向け、地域の実情に応じた具体的な取組が進むよう、市

町の地域公共交通会議などで検討を進めます。さらに、地域鉄道等の維持・活性化に向け、事業者

が実施する安全対策等に国や市町と協調し支援を行うとともに、県や関係市町等で出資する第三セ

クターの伊勢鉄道について、設備整備等を支援します。加えて、「三重県鉄道網整備促進期成同盟会」、

「関西本線整備・利用促進連盟」、「ＪＲ名松線沿線地域活性化協議会」などによる利用促進活動に

取り組むとともに、「関西本線活性化利用促進三重県会議」において沿線市や鉄道事業者等と連携し

た取組を推進します。 

 

②車を持たない高齢者などの円滑な移動を支援するため、地域の実情に応じた、次世代モビリティ等

を活用した取組や福祉分野等と連携した取組などを市町、事業者等と進めるとともに、これらの取

組を水平展開することにより、新たな移動手段の確保に取り組む地域の拡大を図ります。また、観

光地の夜間の二次交通について調査を実施します。また、さらに、バスや鉄道等従来の公共交通に

加え、多様な輸送資源を総動員する新たな交通に関する方向性を示したマスタープランである「三

重県地域公共交通計画（仮称）」を策定します。 

 

③中部国際空港について、早期の第二滑走路整備による 24時間完全運用の実現に向け、空港会社が進

める環境影響評価のための調査等を、東海三県一市の自治体および経済団体が連携して支援します。

加えて、新型コロナウイルス感染症の収束後を見据えた需要拡大や利用促進に向け、「中部国際空港

利用促進協議会」と連携し取組を進めます。 

 

④リニア中央新幹線については、早期の環境影響評価着手およびルート・駅位置の確定につながるよ

う、ＪＲ東海との連携、協議を一層進めていきます。また、リニア開業が本県の発展につながるよ

う、新たに「三重県リニア基本戦略(仮称)」を策定し、リニア活用の考え方やめざすべき将来像を

整理します。さらに、環境影響評価をはじめ、用地買収、建設発生土処分地の確保等、今後想定さ

れる諸課題の解決に向け、ＪＲ東海と協議し事前準備を進めます。加えて、県民の皆さんの理解や

協力が得られるよう、効果的な啓発に取り組みます。 
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KPI（重要業績評価指標） 

 
 令和３年度 ４年度 ５年度 ８年度 

項目 
（項目の説明） 

 目標値 目標値 目標値 
現状値 実績値 実績値 実績値 

地域公共交通の利用促進に向けて新

たに取り組んだ件数（累計） 

（交通事業者や市町、地域住民等と

連携し、利用促進に向けて新たに取

り組んだ件数） 

 ２件 ３件 ６件 

－ － － － 

新たな移動手段の確保に向けて取り

組んだ件数（累計） 

（市町や交通事業者など関係機関が

連携し、次世代モビリティの活用な

ど新たな移動手段の確保に向けて取

り組んだ件数） 

 ２件 ４件 10件 

－ － － － 

リニア効果の県内波及に向けた取組 

（三重県駅を核とした地域づくり等

の検討、調整を進めながら、リニア

を活用した将来像についての方向性

の取りまとめ） 

 ・駅候補地の

評価、検討 

・県同盟会と

しての駅位

置選定、Ｊ

Ｒへの要望 

・環境影響評

価開始 

・駅位置につ

いての市町

との合意形

成 

リニアを活用

した将来像に

ついての方向

性の取りまと

め 

・県内駅候補

市町の決定 

・亀山市から

の駅候補地

域の提案 

－ － － 

 

主な事業 

①地方バス路線維持確保事業 

（第２款 総務費 第６項 地域振興費 ４ 交通政策費） 

予算額：(R4) ３４５，０００千円 → (R5) ３４５，０００千円 

事業概要：地域間を結ぶ幹線バスの運行経費等に国と協調して補助するほか、県の地域公共交 

通協議会、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。 

 

②鉄道利便性・安全性確保等対策事業 

（第２款 総務費 第６項 地域振興費 ４ 交通政策費） 

予算額：(R4) １０３，６２４千円 → (R5) １００，０８２千円 

事業概要：地方自治体を含む中小鉄道事業者が行う鉄道の安全性・利便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調して 

支援します。 
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③伊勢鉄道基盤強化等対策事業 

（第２款 総務費 第６項 地域振興費 ４ 交通政策費） 

予算額：(R4) ２７４，８１０千円 → (R5) ２８８，６８０千円 

事業概要：新型コロナウイルス感染症や原油価格・物価高騰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、国と協調するなどにより支援します。 

 

④地域交通体系整備基金積立金 

（第２款 総務費 第６項 地域振興費 ４ 交通政策費） 

予算額：(R4) ６５千円 → (R5) ２００，０３７千円 

事業概要：伊勢鉄道株式会社の施設整備を支援するため活用している「三重県地域交通体系整備

基金」について、新型コロナウイルス感染症の影響で厳しい経営状況にある伊勢鉄道

を支援するため、緊急的に本基金を活用して、令和２年度から令和４年度分の経常損

失に対する経営支援を実施するものとしたことから、その支出分について、改めて基

金に積み直しを行います。 

 

⑤（一部新）鉄道活性化促進事業 

（第２款 総務費 第６項 地域振興費 ４ 交通政策費） 

予算額：(R4) ６０９千円 → (R5) ５，６２８千円 

事業概要：鉄道の維持・活性化のため、「関西本線整備・利用促進連盟」、「三重県鉄道網整備促

進期成同盟会」、「ＪＲ名松線沿線地域活性化協議会」等の活動を通して沿線自治体等

と連携して要望活動や利用促進の取組を実施します。 

関西本線（亀山～加茂）の維持・活性化のため、令和４年６月に設置した「関西本線

活性化利用促進三重県会議」において、沿線市やＪＲ西日本と連携して、地域住民と

の危機意識の共有や通勤等における利用促進に向けた実証事業などを実施します。 

 

⑥（新）交通空白地移動手段確保事業 

（第２款 総務費 第６項 地域振興費 ４ 交通政策費） 

予算額：(R4) ー 千円 → (R5) ２９，５００千円 

事業概要：交通空白地等における県民の移動手段確保に向けて、次世代モビリティ等を活用した

取組や交通分野と福祉分野等との連携による取組など、市町や事業者の新たな取組を

支援するとともに、取組の水平展開を図ることで、新たな移動手段の確保に取り組む

地域の拡大を図ります。また、観光地の夜間の二次交通について調査を実施します。

さらに、新たな方向性を示す、地域公共交通のマスタープランとなる「三重県地域公

共交通計画（仮称）」の策定に取り組みます。 

 

⑦（一部新）航空関係費 

（第２款 総務費 第６項 地域振興費 ４ 交通政策費） 

予算額：(R4) １６，６６９千円 → (R5) ４５，６５１千円 

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、中部国際空港利用促進協議会や

関西国際空港全体構想促進協議会等の活動を通じ、両空港の利用促進に取り組むとと

もに、中部国際空港における早期の第二滑走路整備に向け、空港会社が進める環境影

響評価のための調査等を支援します。 
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⑧（一部新）リニア中央新幹線関係費 

（第２款 総務費 第６項 地域振興費 ４ 交通政策費） 

予算額：(R4) ９，３６３千円 → (R5) １７，２６６千円 

事業概要：リニア活用の考え方やめざすべき将来像を整理するため、「三重県リニア基本戦略（仮

称）」を策定します。また、早期の環境影響評価着手やルートおよび駅位置の確定に

向け、ＪＲ東海をはじめ関係府県、経済団体等と連携します。さらに、「みえリニア

応援クラブ」の会員と連携した啓発活動などを通じ、県民の皆さんの気運醸成に取り

組みます。 
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施策１１－３  

 

 

 

【主担当部局：県土整備部】 

施策の目標 

（めざす姿） 

令和２年度策定の都市計画区域マスタープランに基づき、市町が策定した立地適正化計画等により、

都市機能・居住機能の誘導や災害リスクが高いエリアの土地利用規制が行われ、災害リスクをふまえ

たコンパクトで賑わいのあるまちづくりが進んでいます。また緊急輸送道路における電線類の地中化

等の防災・減災対策が進むとともに、地域の個性豊かで魅力ある景観を生かしたまちづくりが広がっ

ています。 

熊野灘臨海公園におけるプールの再整備などワーケーションの推進に必要な公園整備や鈴鹿青少年

の森におけるＰａｒｋ-ＰＦＩ手法などを活用した公園整備が進み、新たな賑わいを創出する場が整備

されています。 

新築建築物等の検査や既存建築物の維持保全の徹底、適確な開発行為の許認可を行うことなどによ

り、安全・安心な建築物および宅地が確保されています。また、住宅・建築物の耐震化の促進により、

地震災害に対するまちの安全性が向上しています。 

空き家の活用や危険空き家の除却が促進され、空き家の増加が抑制されています。また、県営住宅

の計画的な改修や民間賃貸住宅の確保により高齢者や子育て世帯等の居住支援体制の充実が進んでい

ます。さらに、省エネルギー性能の高い長期優良住宅が普及しています。 

（課題の概要） 

市街地の拡大や人口減少により、低密度な市街地が形成され、地域活力の低下や生活サービスの維

持が困難になるとともに、災害リスクの高い市街地エリアが存在し、まちの賑わいが失われています。 

耐震性のない建築物が多数存在することや住環境に悪影響を及ぼす空き家が増加することなどによ

り、安全で快適な住環境の確保が困難になります。 

 

現状と課題 

① 効率的で利便性が高い持続可能なまちづくりや大規模自然災害による被害の低減を進めるため、立

地適正化計画策定に向けた支援やまちづくりに資する関連事業の支援を行っています。引き続き、

コンパクトなまちづくりに必要な取組を進めるとともに、大規模自然災害に対応した安全なまちづ

くりを進める必要があります。また、地域の個性豊かで魅力ある景観を生かしたまちづくりを進め

る必要があります。 

 

②県営都市公園においては、ワーケーションの推進に必要な公園整備やＰａｒｋ-ＰＦＩ手法などを

活用した新たな賑わいづくりのための取組を進めています。引き続き、ポストコロナを見据え、交

流人口の拡大に向けた公園整備を進めていくことが必要です。 

 

③建築物の安全性確保に向けて、特定行政庁の市と連携し、適法な建築物の建築や適正な既存建築物

の維持保全のための取組を進めています。また、良質な宅地水準や立地の適正性を確保するため、

開発許可制度の適確な運用に取り組んでいます。引き続き、建築基準法や都市計画法等に基づく許

認可や指導・助言等により、安全・安心な建築物、宅地の確保を図ることが求められています。 

 

安全で快適な住まいまちづくり 
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④住宅・建築物の耐震化促進のため、耐震診断や耐震改修等に対する支援を行っています。引き続き、

住宅・建築物の耐震化の取組を進め、地震災害などに対するまちの安全性を確保する必要がありま

す。 

 

⑤周辺の住環境に悪影響を及ぼす空き家の増加を抑制するため、空き家対策を実施する市町への支援

を行っています。引き続き、空き家を活用するための改修や危険な空き家の除却に対する支援を行

うとともに、空き家の適正管理等について啓発し、安全で快適な住環境を確保する必要があります。 

 

⑥県営住宅については、長寿命化工事に取り組むとともに、入居者が減少していることから、子育て

世帯の優先枠の設定や単身入居が可能な住戸の拡大等の取組を行っています。また、民間住宅につ

いては、高齢者等の住宅確保要配慮者に対する取組のほか、耐久性、省エネルギー性能等を備えた

長期優良住宅の認定を行っています。引き続き、住宅確保要配慮者への支援や長期優良住宅の普及

が求められています。 

 

令和５年度の取組方向 

①災害リスクをふまえたコンパクトで賑わいのあるまちづくりに向け、市町のめざすべき都市像の実

現のため、中心市街地などへの都市機能・居住機能の誘導および災害リスクが高いエリアの土地利

用規制を示した立地適正化計画策定やまちづくりに資する関連事業を支援します。また、緊急輸送

道路における電線類の地中化等の防災・減災対策を実施するとともに、魅力ある景観を生かしたま

ちづくりを進めるため、景観に配慮した建築物や公共施設等への誘導に取り組みます。 

 

②広域的な集客力を強化し観光誘客を促進するため、ワーケーションの推進に必要な公園整備を進め

るとともに、利用者の満足度向上に向けて、多様なニーズに対応するための官民連携による公園の

運営管理や整備を行います。 

 

③ 建築基準法に基づき、新築建築物等に対して確認審査や完了検査等を適確に実施するとともに、不

特定多数の者が利用する既存建築物に対して定期調査報告の内容を確認し、必要な改善指導を行う

など、適正な建築物の維持保全の促進に取り組みます。また、良質な宅地水準や立地の適正性を確

保するため、都市計画法に基づく開発許可申請の審査や開発工事の完了検査等を適確に実施します。 

 

④ 木造住宅について、引き続き戸別訪問や防災イベント等の機会に住宅所有者に耐震化を直接働きか

けるほか、耐震診断、耐震改修設計、耐震改修工事、耐震性がない木造住宅の除却に対して支援を

行います。耐震改修促進法により耐震化を促進している緊急輸送道路を閉塞するおそれのある沿道

建築物に対して、市町や関係団体と連携し、耐震改修等の実施に向けて必要な支援を行います。 

 

⑤ 活用可能な空き家の改修や危険な空き家の除却、市町が開催する空き家相談会等への支援を引き続

き実施するとともに、空き家の適正管理等に関するセミナーを開催します。 

 

⑥ 県営住宅の長寿命化のための改修、バリアフリー改修や子育て世帯向けの住戸内改修を進めるとと

もに、住宅確保要配慮者に対する民間賃貸住宅の普及促進や相談会の開催など居住支援の取組を進

めるほか、長期優良住宅の認定等を適確に実施します。 
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KPI（重要業績評価指標） 

 
 令和３年度 ４年度 ５年度 ８年度 

項目 
（項目の説明） 

 目標値 目標値 目標値 
現状値 実績値 実績値 実績値 

コンパクトで賑わいのあるまちづく

りに取り組む市町の割合 

（コンパクトで賑わいのあるまちづ

くりに向け、居住機能や福祉・商業

等の都市機能を誘導するための計画

を策定または中心市街地などでまち

づくりに資する事業に取り組んでい

る市町の割合） 

 

40％ 

10市町 

／25市町 

44％ 

11市町 

／25市町 

64％ 

16市町 

／25市町 

32％ 

８市町 

／25市町 

 

－ 

 

－ － 

多様なニーズに対応した魅力ある公

園づくりに取り組む県営都市公園数 

（広域的に利用されている５つの県

営都市公園（北勢中央公園、鈴鹿青

少年の森、亀山サンシャインパーク、

大仏山公園、熊野灘臨海公園）で、

多様なニーズに対応した魅力ある公

園づくりに取り組み、利用者の満足

度が現状値（令和２年度平均値 82％）

を超える都市公園数） 

 

 

３公園 

 

４公園 ５公園 

２公園 

 

－ 

 

－ － 

県と市町が連携して木造住宅の耐震

化に取り組む戸数（累計） 

（市町が取り組んでいる木造住宅の

耐震化を促進するために、耐震性の

ない木造住宅の耐震改修と除却に対

して県が補助した戸数） 

 

 

600戸 

 

1,200戸 3,000戸 

－ 

 

－ 

 

－ － 

県と連携して積極的に空き家対策に

取り組む市町の割合 

（空家等対策計画に基づいて、県の

技術的支援を受けながら、空き家の

活用および除却を推進するため、空

き家の改修や除却の補助制度を整備

している市町の割合） 

 

62％ 

18市町 

／29市町 

68％ 

20市町 

／29市町 

82％ 

24市町 

／29市町 

58％ 

17市町 

／29市町 

－ － － 
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主な事業 

①都市計画策定事業 

  （第８款 土木費 第５項 都市計画費 １ 都市計画総務費）  

予算額：(R4) ４２，６３９千円 → (R5)  ６２，２１７千円 

事業概要：まちづくりを進めるため、都市計画決定（変更）の基礎資料となる、人口規模や土地

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います。 

 

②街路事業 

（第８款 土木費 第５項 都市計画費 ３ 街路事業費）  

予算額：(R4) １，１２０，０００千円 → (R5) １，１４８，０００千円 

（ １，２４３，９９９千円 → １，１７９，５００千円 ※１月補正含みベース） 

事業概要：「三重県無電柱化推進計画」の方針に基づき、電柱倒壊の危険性の高い市街地の緊急

輸送道路において、電線類の地中化を行うなど、街路事業による市町のまちづくりを

進めます。 

 

③都市公園整備事業 

（第８款 土木費 第５項 都市計画費 ４ 公園費） 

予算額：(R4) １，０８１，０９７千円 → (R5) １，０７９，６２３千円 

（ １，２６９，２１２千円 → １，１１８，９７７千円 ※１月補正含みベース） 

事業概要：広域的な集客力を強化し観光等の誘客を促進するための官民連携による公園の整備・

運営管理や、安全安心を確保する老朽化対策等を推進します。 

 

④建築基準法施行事業 

（第８款 土木費 第１項 土木管理費 ３ 建築指導費） 

予算額：(R4) １０，８０４千円 → (R5) １０，９４６千円 

事業概要：不特定多数の者が利用する既存建築物の適正な維持保全のための指導・助言を行うと

ともに、新築建築物等の完了検査など建築基準法の遵守を促します。 

 

⑤住宅・建築物耐震促進事業 

（第８款 土木費 第６項 住宅費 １ 住宅管理費）など 

予算額：(R4) １６４，５２０千円 → (R5) １５６，６９６千円 

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。 

 

⑥空き家対策支援事業 

（第８款 土木費 第６項 住宅費 １ 住宅管理費） 

予算額：(R4) ５，０２３千円 → (R5) ５，０３０千円 

事業概要：特定空家等の除却や移住定住のための空き家リフォームを支援します。また、県民の

皆さん等を対象にした空き家の適正管理や活用に係るセミナーを開催します。 
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⑦公営住宅建設事業 

（第８款 土木費 第６項 住宅費 ２ 住宅建設費） 

予算額：(R4) ２７２，９９６千円 → (R5) 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。 
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施策１１－４  

 

 

 

【主担当部局：地域連携・交通部】 

施策の目標 

（めざす姿） 

将来にわたって安定的な水源が確保され、安全で安心な水を使用できるよう市町、関係機関等と連

携した供給体制が確保されています。 

また、災害に備えた強靱な県土を次世代に引き継いでいくため、地籍調査などの取組が着実に進み、

計画的かつ適正な土地の利用および管理が進んでいます。 

（課題の概要） 

渇水時における水不足の発生等に備えた安定的な水資源の確保や人口減少などの社会情勢の変化等

に対応した水道基盤強化など、水の安全・安定供給の実現が求められています。 

人口減少の進行に伴う所有者不明土地の増加や境界が不明確な土地の存在が、災害時の復旧・復興

やインフラ整備の支障となっているため、土地の適正な利用および管理を図る必要があります。 

 

現状と課題 

①長良川河口堰建設事業に伴う工業用水に係る管理費等については、一般会計から工業用水道事業会

計に出資し先行的に水源を確保しており、今後も確保していく必要があります。 

 

②地籍調査については、実施主体である市町と連携して、土砂災害警戒区域などの被災想定区域や公

共事業の円滑な進捗に資する地域での調査とともに、既存測量成果の活用などの効率的な手法によ

り調査の進捗を図っています。一方で、令和３年度末時点の進捗率（9.8％）は全国平均（52％）

を下回っていることから、引き続き、予算の確保に向けた国への要望活動や、事業推進に向けた市

町への情報提供に取り組み、限られた財源の中で、市町と連携して効果的かつ効率的に地籍調査を

進める必要があります。 

 

③水道事業については、人口減少などの社会情勢の変化に対応するため、経営安定化への取組が必要

となっているとともに、大規模地震による被害発生時などにおいては、水の供給等、行政区域を超

えた連携の重要性が高まっています。 

 

④県が供給する水道用水、工業用水の施設について、地震、風水害による被害や老朽化が懸念されて

います。こうした中で、将来にわたって県民の皆さんの暮らしの安全・安心の確保と地域経済の発

展に貢献していくため、持続可能な水の安全・安定供給の実現に向けて、引き続き取り組んでいく

必要があります。 

 

令和５年度の取組方向 

 

①長良川河口堰建設事業に伴う工業用水に係る管理費等については、産業活動に不可欠な水を安定し

て供給するため、引き続き一般会計から工業用水道事業会計に出資し、長期的な視点から水資源の

確保を図ります。 

 

水の安定供給と土地の適正な利用 

 

地域連携・交通部 
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②地籍調査については、南海トラフ地震等の大規模災害時に備えた防災・復旧対策の推進や、インフ

ラ整備の円滑化など優先度が高いと考えられる地区に重点を置いて取り組みます。さらに、これま

で調査が進んでいない林地での調査を推進するとともに、公共事業で得られる測量成果の活用を図

るため、関係部局と一層の連携を図っていきます。また、市町等を対象とした研修会やヒアリング

等を通じて効率的な手法の更なる活用を働きかけることで、市町と連携して効率的・効果的に推進

します。 

 

 

③水道事業等における施設整備や耐震化などのライフライン機能強化の促進を図ります。また、認可

等に係る指導監督、立ち入り検査および災害時における応急給水活動の連携強化を行うとともに、

県内市町水道事業が持続的な経営をしていけるよう、水道の基盤強化に向けた取組を進めます。 

 

 

④「安全で安心な水道用水」と「良質な工業用水」を安定して供給するため、引き続き、耐震化や老

朽化対策など施設の改良や更新の計画的な推進および災害等発生時においても早期に応急復旧でき

るよう適切な維持管理に努めるとともに、経営基盤の強化に取り組みます。 

 

KPI（重要業績評価指標） 

 
 令和３年度 ４年度 ５年度 ８年度 

項目 
（項目の説明） 

 目標値 目標値 目標値 
現状値 実績値 実績値 実績値 

基幹管路の耐震適合率 

（生活基盤施設耐震化等事業計画に

より交付金事業を行う市町等水道の

基幹管路総延長に対する耐震適合性

のある管路の割合） 

 42.8％ 43.5％ 45.2％ 

42.0％ － － － 

浄水場の耐震化率 

（企業庁が管理する水道用水の全浄

水場浄水処理施設に対する耐震化済

施設数の割合） 

 91.8％ 95.9％ 100.0％ 

91.8％ － － － 

新たに地籍調査の効率化に取り組ん

だ市町の割合 

（地籍調査の推進に向け、効率化に

つながる技術・制度の活用や独自の

工夫を新たに行った市町の割合） 

 20％ 

（４市町／ 

20市町） 

40％ 

（８市町／ 

20市町） 

100.0％ 

（20市町／ 

20市町） 

 

－ 

 

 

－ 

 

 

－ 

 

 

－ 

 

 

主な事業 

 

①工業用水道事業会計出資金 

（第２款 総務費 第６項 地域振興費 ５ 資源対策費） 

予算額：(R4) ２９０，２９６千円 → (R5) ３１９，５５８千円 

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。 
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②地籍調査費負担金 

（第２款 総務費 第６項 地域振興費 ５ 資源対策費） 

予算額：(R4) １７５，８２４千円 → (R5) １７６，２３５千円 

      （２６３，０００千円 →    ３３３，３９９千円 ※２月補正含みベース） 

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。 

 

 

③水道事業等指導事業 

（第４款 衛生費 第６項 環境保全費 ３ 環境指導費） 

予算額：(R4) ６，８０２千円 → (R5) ４，７０９千円 

事業概要：県民に対し安心して飲める水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、県内の水道事業が将来

にわたり経営環境を維持していけるよう水道基盤強化の取組を促進します。 

 

④生活基盤施設耐震化等補助金 

（第４款 衛生費 第６項 環境保全費 ３ 環境指導費） 

予算額：(R4) １，２３４，９８２千円 → (R5) １，５８４，０９１千円 

事業概要：水道事業を行う市町等に対し国交付金を財源とした助成を行い、水道施設の耐震化や

老朽化対策および水道事業の広域化の取組を支援します。 

 

⑤水道事業会計支出金 

（第４款 衛生費 第６項 環境保全費 ３ 環境指導費） 

予算額：(R4) １４７，４２０千円 → (R5) ４３２，５１３千円 

事業概要：水道広域化施設等に対し、一般会計から水道事業会計に出資・補助を行い、地方公営

企業の経営健全化を促進し、その経営基盤の強化を図ります。 

 

 

⑥水道施設改良事業 

予算額：(R4) ４，６５８，６７７千円 → (R5) ６，８２７，７４０千円 

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

用水供給事業において、耐震化や老朽化対策など施設の改良や更新等を計画的に行い

ます。 

 

⑦工業用水道施設改良事業 

予算額：(R4) ５，１０６，６７６千円 → (R5) ４，１４９，０９３千円 

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

工業用水道事業において、耐震化や老朽化対策など施設の改良や更新等を計画的に行

います。 

 

環境生活部 

企業庁 
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施策１２－１  

 

 

 

【主担当部局：環境生活部】 

施策の目標 

（めざす姿） 

不当な差別を許さず、誰もが個性や能力を発揮していきいきと活動できる社会づくりに向け、さま

ざまな主体と連携した人権啓発や人権教育が推進されることにより、県民一人ひとりの互いの人権を

尊重し、多様性を認め合う意識が高まるとともに、相談体制が充実し、インターネット上の人権侵害

についても、早期発見、拡散防止などの実効性のある対応がとられています。 

（課題の概要） 

感染症や性的指向・性自認、国籍等に起因する人権侵害などの顕在化してきた人権課題や、多様化・

複雑化する人権問題への解決に向けた対応が求められています。 

 

現状と課題 

①人権啓発・教育等の人権施策を推進していますが、依然、偏見等による差別や人権侵害が発生して

います。特に、近年は新型コロナウイルス感染症患者やその家族、医療従事者等への差別や誹謗中

傷、インターネット上の人権侵害が多く発生しています。 

 

②人権尊重社会の実現には、住民のあらゆる活動のベースに人権尊重の視点が根づき、人権が尊重さ

れるまちづくりが県内全域で実施される必要があります。 

 

③県民の皆さんにあらゆる人権課題に関する知識や情報を提供し、自分自身の問題としてとらえられ

るよう理解の促進を図る必要があります。また、啓発イベント等により多く参加していただけるよ

う、関心が高い内容や開催方法の工夫等を行うことで、人権意識の高揚を図る必要があります。 

 

④子どもたちの自尊感情を高め、自他の人権を守るための実践行動ができる力を育むため、各学校に

おける人権教育カリキュラムの活用を進めるとともに、子どもの状況や地域の実情等に応じた見直

しを促進しています。引き続き各学校での取組を進めながら、効果的な実践の研究に取り組む必要

があります。 

 

⑤人権相談の内容が多様化・複雑化してきていることから、相談機関の相談員の資質向上が求められ

るとともに、「差別を解消し、人権が尊重される三重をつくる条例」（以下「新条例」という。）に

基づき相談者に寄り添った体制の充実を図る必要があります。 

 

令和５年度の取組方向 

 

①差別のない人権が尊重される社会の実現に向け、さまざまな主体と連携・協働して、人権啓発・教

育等の人権施策を総合的に推進します。また、新条例制定を受け、「三重県人権施策基本方針」等

を見直します。 

 

 

人権が尊重される社会づくり 
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②人権が尊重されるまちづくりの取組が県内全域に広がるよう、講師派遣の支援を行うとともに、優

れた取組事例を積極的に周知することにより、住民組織、ＮＰＯ、団体等の取組を促進します。 

 

③県民一人ひとりの人権意識の高揚をめざし、国や市町、さまざまな主体とも連携しながら、ＳＮＳ

等の活用など人権課題や年齢層、関心の度合いに応じた多様な手段と機会を通じて、人権に関する

知識や情報を提供し、理解や共感を得るための人権啓発を推進します。 

 

④多様化・複雑化する人権相談に的確に対応することができるよう人権センターにアドバイザーを配

置するとともに、相談員等に対する研修を行い資質向上に取り組みます。また、インターネット上

での人権侵害の発生を防止するため、ネットモニタリングによる対策を行うとともに、ＳＮＳ等の

利用者に対し差別的な書き込みの禁止を呼び掛けるなど、ネット利用者の情報リテラシーの向上に

つながる取組を進めます。 

 

 

⑤子どもたちが自他の価値を認め、互いの人権を守るための実践行動ができる力を身につけられるよ

う、一人ひとりを権利の主体ととらえ、教育活動全体を通じて人権尊重の視点に立った取組を進め

るとともに、人権学習指導資料等を活用し、個別的な人権問題を解決するための教育を推進します。

また、人権教育推進協議会や子ども支援ネットワークの活動の活性化を図り、学校・家庭・地域が

連携して、子どもを主体とする人権教育の充実に取り組みます。新条例の制定や、令和３年に実施

した教職員の人権問題に関する意識調査の結果等をふまえ、「三重県人権教育基本方針」の改定を行

います。 
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KPI（重要業績評価指標） 

 
 令和３年度 ４年度 ５年度 ８年度 

項目 
（項目の説明） 

 目標値 目標値 目標値 
現状値 実績値 実績値 実績値 

県が開催する人権イベント・講座等

への参加者数と人権センター利用者

数 

（県が開催する各種の人権イベン

ト・講座等へ参加した人数と人権セ

ンター利用者数の合計） 

 40,400人 41,800人 46,000人 

39,312人 － － － 

学校における人権教育を通じて、人

権を守るための行動をしたいと感じ

るようになった子どもたちの割合 

（県立学校の生徒を対象としたアン

ケート調査において、「差別をなくす

ために何かできることをしたい」と

思うかどうかを問う質問に「そう思

った」、「やや思った」と回答した生

徒の割合） 

 89.5％ 92.1％ 100％ 

86.9％ － － － 

人権に係る相談体制の充実に向けた

取組 

（「差別を解消し、人権が尊重され

る三重をつくる条例」をふまえた相

談体制の充実（多様化・複雑化する

相談への対応等）に向けた取組） 

 

相談体制の 

充実に向けた

検討 

相談体制の 

充実 

相談体制の 

充実 

相談体制の 

確保 
－ － － 

 

主な事業 

 

①人権施策総合推進事業 

（第２款 総務費 第５項 生活文化費 ４ 人権施策推進費） 

予算額：(R4) １，９７５千円 → (R5) ２，３５９千円 

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、人権尊重の視点に立った行政を

推進します。また、新条例制定を受け、「三重県人権施策基本方針」等を見直します。 

 

②人権文化のまちづくり創造事業 

（第２款 総務費 第５項 生活文化費 ４ 人権施策推進費） 

予算額：(R4) ７８７千円 → (R5) ７８６千円 

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師派遣による支援を行います。 

 

③隣保館運営費等補助金 

（第２款 総務費 第５項 生活文化費 ４ 人権施策推進費） 

予算額：(R4) ２４９，４３８千円 → (R5) ２４９，０８３千円 

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、地域交流等の隣保

事業が推進されるよう支援します。 
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④人権啓発事業 

（第２款 総務費 第５項 生活文化費 ４ 人権施策推進費） 

予算額：(R4) ２６，９４２千円 → (R5) ２０，５３４千円 

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。 

 

⑤同和問題等啓発事業 

（第２款 総務費 第５項 生活文化費 ４ 人権施策推進費） 

予算額：(R4) １０，５０３千円 → (R5) １０，５７１千円 

事業概要：同和問題をはじめとする人権課題について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等、さまざまな手法による啓

発を実施します。 

 

⑥インターネット人権モニター事業 

（第２款 総務費 第５項 生活文化費 ４ 人権施策推進費） 

予算額：(R4) ２，９１９千円 → (R5) ２，１２０千円 

事業概要：インタ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、モニタリング説明会を実施し取組の充実を図るとと

もに、差別的な書き込みなどを未然に防止するための啓発に取り組みます。 

 

⑦（新）差別解消条例推進事業 

（第２款 総務費 第５項 生活文化費 ４ 人権施策推進費） 

予算額：(R4) － 千円 → (R5) １２，５７８千円 

事業概要：人権問題を円滑かつ適切に解消するため、人権センターにアドバイザーを配置し、相

談者に寄り添った質の高い相談体制を構築します。また、不当な差別に係る紛争解決

のため、「三重県差別解消調整委員会」を設置・運営します。 

 

 

⑧人権感覚あふれる学校づくり事業 

（第 10款 教育費 第１項 教育総務費 ６ 人権教育費） 

予算額：(R4) ６０５千円 → (R5) ６４８千円 

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」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。 
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⑨人権教育研究推進事業 

（第 10款 教育費 第１項 教育総務費 ６ 人権教育費） 

予算額：(R4) ２，２５１千円 → (R5) ２，０１８千円 

事業概要：「三重県人権教育基本方針」に則した「人権感覚あふれる学校づくり」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身につけるための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。 

 

⑩子ども支援ネットワーク・アクション事業 

（第 10款 教育費  第１項 教育総務費 ６ 人権教育費） 

予算額：(R4) ２，４７７千円 → (R5) 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」の活動を推進します。 

 

⑪人権教育活動推進事業 

   （第 10款 教育費  第１項 教育総務費 ６ 人権教育費） 

   予算額：(R4) １，２９２千円 → (R5) １，３００千円 

   事業概要：学校における人権教育を進めるため、学校への指導助言を行うとともに、市町の人権

教育担当を対象に、教員の実践力向上や指導力育成のための会議を開催します。子ど

もを取り巻く課題や地域の実情等をふまえ、「三重県人権教育基本方針」の改定を行

います。 
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施策１２－２  

 

 

 

【主担当部局：環境生活部】 

施策の目標 

（めざす姿） 

あらゆる分野における男女格差の是正や女性の参画・活躍の拡大、性の多様性を認め合う環境づく

りなどに向けて、企業等さまざまな主体による取組が進んでいます。また、ＤＶや性暴力の根絶に向

けた取組や被害者支援等が進んでいます。 

（課題の概要） 

誰もが希望に応じて参画や能力発揮のできる環境づくりに向け、性別による役割分担意識の解消、

政策・方針決定過程への女性の参画拡大、性暴力等の根絶や性の多様性に対する理解促進などの課題

解決が求められています。 

 

現状と課題 

①県民一人ひとりが性別等に関わらず、個性と能力を十分に発揮し、参画・活躍できる社会の構築を

めざし、令和３年３月に策定した「第３次三重県男女共同参画基本計画」および第一期実施計画に

基づく施策を着実に実行していく必要があります。 

 

②政策・方針決定過程への女性の参画は徐々に進んできているものの、指導的地位に占める女性の割

合は低く、地域活動等における女性の参画についても未だ十分とはいえない状況です。根強く残る

固定的な性別役割分担意識の解消に向け、男女共同参画社会への理解が広がるよう、一層の普及・

啓発が必要です。また、コロナ禍において、県男女共同参画センター「フレンテみえ」の女性相談

は、令和２年度以降相談件数が増加、高止まりしており、不安や困難を抱える女性への相談支援が

必要です。 

 

③性暴力に対する社会的認知の広がりにより被害者が声を上げやすくなったこと、「みえ性暴力被害

者支援センター よりこ（以下「よりこ」）」の認知度向上、ＳＮＳ相談の導入など相談しやすい環

境整備等により、相談件数は増加傾向で推移しています。引き続き、「よりこ」の相談体制の充実、

認知度向上に取り組むとともに、相談ニーズの高まりをふまえつつ、今後、国で示される性暴力・

性犯罪に係る方針を見据えた新たな取組、国（内閣府）の調査で明らかとなった相談できずに一人

で苦しんでいる被害者への支援など、これまで支援が行き届かなかった課題に対応していく必要が

あります。 

 

④職業生活における女性の活躍については、趣旨に賛同いただく企業等のネットワークが拡大するな

ど、気運は高まりを見せているものの、事業所における管理職に占める女性割合は未だ低く、真に

女性が活躍しているとはいえない状況です。働くことや職場でのステップアップを望む女性が、そ

の希望に応じた働き方を実現できるよう取り組んでいく必要があります。 

 

 

 

 

ダイバーシティと女性活躍の推進 
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⑤多様性を認め合い、誰もが参画・活躍するダイバーシティ社会に対する県民の皆さんの理解や共感

が高まり、ダイバーシティ推進に係る主体的な行動につながることが必要です。また、令和３年４

月に施行した「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」や同年９月に

運用開始した「三重県パートナーシップ宣誓制度」をふまえ、性の多様性について県民の皆さんの

理解が広がり、性のあり方にかかわらず誰もが安心して暮らせるよう、取り組んでいく必要があり

ます。 

 

⑥「三重県ＤＶ防止及び被害者保護・支援基本計画第６次計画」に基づき、ＳＮＳ相談などＤＶ被害

者等がより相談しやすい環境を整備し、相談支援に取り組んでいます。一方で、依然として相談で

きないＤＶ被害者が多いと考えられることから、相談窓口の一層の周知や相談しやすい体制を充実

する必要があります。加えて、心理的ケアなど専門家の支援が必要なケースなどに対応できる体制

整備が必要です。また、令和４年度は、ＤＶ被害者および同伴する子どもへの支援を充実するため、

関係機関等と連絡調整を行う児童虐待防止コーディネーターを配置しており、引き続き女性相談所

と児童相談所の連携を強化する必要があります。 

 

令和５年度の取組方向 

 

①男女共同参画施策の一層の推進をめざし、各部局と連携し「第３次三重県男女共同参画基本計画」

の着実な実行に取り組むとともに、市町と連携・協力して進めます。 

 

②県男女共同参画センター「フレンテみえ」と密接な連携のもと、政策・方針決定過程への女性の参

画を促進するとともに、性別による固定的な役割分担意識にとらわれない多様な生き方が浸透する

よう、一層の普及啓発に努めます。また、コロナ禍等で不安や困難を抱える女性への相談支援に取

り組みます。 

 

③性犯罪・性暴力の被害者等が安心して相談でき、速やかに総合的で適切な支援が受けられるよう、

引き続き、「よりこ」の相談体制の充実および認知度向上に取り組むとともに、誰にも相談できず

に悩んでいる被害者などターゲットを絞った啓発や子どもたちの性被害を未然に防止するための

取組等を強化します。また、事業者の参画を得た見守り活動を全県的に展開し、性犯罪の抑止を図

ることで、女性や子どもが安心して生活できる地域づくりに取り組みます。 

 

④県内企業・団体等で構成する「女性の大活躍推進三重県会議」の取組等を通じ、企業等において女

性の活躍が一層進むよう、組織における意識改革や女性の人材育成・登用などに向けた環境整備に

取り組みます。 

 

⑤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開催します。また、

性の多様性についての理解促進や相談しやすい環境づくり、「三重県パートナーシップ宣誓制度」

の利用先の拡充などの取組を進めます。 

 

 

 

 

環境生活部 
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⑥ＤＶが起こらない、ＤＶ被害に気づきやすい社会をめざして、効果的な広報等を検討します。また、

ＤＶ被害者の適切な保護や自立支援、性別にとらわれない相談など、被害者の気持ちに寄り添った

きめ細かな対応に向けて、支援対応力の向上を図ります。さらに、女性相談所と児童相談所の連携

をより一層深めます。 

 

KPI（重要業績評価指標） 

 
 令和３年度 ４年度 ５年度 ８年度 

項目 
（項目の説明） 

 目標値 目標値 目標値 
現状値 実績値 実績値 実績値 

女性活躍の推進のため人材育成・登用

や職場環境整備に取り組む、常時雇用

労働者数 100人以下の団体数 

（女性活躍推進法に基づく事業主行動

計画もしくは「女性の大活躍推進三重

県会議」における「取組宣言」にて、

女性の人材育成・登用や職場環境整備

に関して数値目標を設定・公表し取り

組む、企業・団体（常時雇用労働者数

100人以下）の数） 

 401団体 426団体 501団体 

376団体 － － － 

「～性犯罪・性暴力をなくそう～ 

よりこ出前講座」の受講者数（累計） 

（「みえ性暴力被害者支援センター 

よりこ」の認知度向上および被害者

を支援する輪を広げ、予防教育や性

犯罪・性暴力根絶に向けた取組につ

いて説明する出前講座の受講者数

（累計）） 

 2,100人 2,600人 4,100人 

1,669人 － － － 

「三重県パートナーシップ宣誓制

度」の利用先として県ホームページ

に掲載している団体数（累計） 

（「三重県パートナーシップ宣誓制

度」で利用できるサービス一覧とし

て、県ホームページに掲載している

機関・事業者・団体・市町の数（累

計）） 

 110団体 120団体 150団体 

100団体 － － － 

 

主な事業 

 

①男女共同参画センター事業 

（第２款 総務費 第５項 生活文化費 １ 生活対策費） 

予算額：(R4) ８，５８８千円 → (R5) １６，２４７千円 

事業概要：県男女共同参画センター「フレンテみえ」において、フォーラムやセミナー等による

参画・研修機会の提供や情報誌等による情報発信など男女共同参画意識の普及を図る

とともに、コロナ禍等で不安や困難を抱える女性のための心理相談やサポート講座の

実施など相談支援を行います。 

 

 

子ども・福祉部 
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②性犯罪・性暴力被害者支援事業 

（第２款 総務費 第５項 生活文化費 １ 生活対策費） 

予算額：(R4) ２２，５９７千円 → (R5) ２２，５６０千円 

事業概要：「よりこ」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。 

 

③（新）「よりこ」潜在性被害者支援・相談支援機能強化事業 

（第２款 総務費 第５項 生活文化費 １ 生活対策費） 

予算額：(R4） ― 千円 → (R5) ９，２５７千円 

事業概要：子どもを性被害から守るため、防犯アプリの活用を促進します。また、誰にも相談で

きずに一人で苦しんでいる被害者を「よりこ」への相談につなげるため、ＳＮＳ等を

活用したターゲットを絞った広報・啓発を実施します。 

   

  ④（新）子どもを性被害から守る！性被害に遭わせない！事業 

（第２款 総務費 第５項 生活文化費 １ 生活対策費） 

予算額：(R4） ― 千円 → (R5) ４，４２７千円 

事業概要：子どもの性被害を未然に防止するとともに、発生時に関係者が確実に対応・支援でき

るよう、教職員を対象にした研修や市町、関係機関等職員の対応力強化に取り組みま

す。 

 

⑤みえの輝く女子プロジェクト事業 

（第２款 総務費 第５項 生活文化費 １ 生活対策費） 

予算額：(R4) ３，４４６千円 → (R5) ３，３３１千円 

事業概要：女性が活躍できる環境整備に向けて、企業、三重労働局、大学、経済団体等さまざま

な主体と連携した「女性の大活躍推進三重県会議」を運営するとともに、女性活躍推

進法に基づく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企業等の取

組改善の支援を行います。 

 

⑥広げようダイバーシティみえ推進事業 

（第２款 総務費 第５項 生活文化費 １ 生活対策費） 

予算額：(R4) ２，９５７千円 → (R5) ２，７０２千円 

事業概要：誰もが参画・活躍できるダイバーシティ社会に向けた理解や行動につながるよう、県

民の皆さんを対象にしたワークショップを実施します。 

 

⑦性の多様性を認め合う社会推進事業 

（第２款 総務費 第５項 生活文化費 １ 生活対策費） 

予算額：(R4) ８，８６４千円 → (R5) ７，９８２千円 

事業概要：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 

進を図るとともに、性の多様性に関する相談窓口の運営や当事者等の交流会の開催、

パートナーシップ宣誓制度を運用します。 
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  ⑧ＤＶ対策基本計画推進事業 

  （第３款 民生費 第１項 社会福祉費 ５ 社会福祉施設費） 

   予算額：(R4) ３５，２２７千円 → (R5) ３３，１８０千円 

         （３５，２２７千円 →    ３３，３８０千円 ※２月補正含みベース） 

   事業概要：「三重県ＤＶ防止及び被害者保護・支援基本計画第６次計画」に基づき、ＳＮＳ相談

や心理的ケアなどの相談支援を充実し、ＤＶ被害者等がより相談しやすい環境を整備

します。また、二十代の女性を中心に一時保護の割合が高いことをふまえ、この世代

に向けてインターネット広告を活用して相談窓口の周知等を行うとともに、女性相談

所の相談体制を強化します。 

子ども・福祉部 
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施策１２－３  

 

 

 

【主担当部局：環境生活部】 

施策の目標 

（めざす姿） 

外国人住民が安全で安心して生活でき、多様な文化的背景の人びとが、対等な関係のもとで互いの

文化の違いを認め合う地域社会づくりに向け、さまざまな主体間のネットワークが強化され、外国人

住民への情報提供や相談対応が充実することで、外国人住民が抱える生活、就労、教育等の課題の解

決が図られています。 

（課題の概要） 

国による外国人労働者の受入れ拡大により、外国人住民の定住化や多国籍化が進むため、新たに、

さまざまな生活場面における円滑なコミュニケーションの実現に向けた支援や更なる多言語への対

応等が求められています。 

 

現状と課題 

①県内の外国人住民数は 53,042 人（令和３年末）で、県内総人口の 2.97％を占め、全国的にも高い

割合です。外国人住民は、言葉や文化の違い等によりコミュニケーションが図りづらく、地域社会

への参画が進んでいない状況です。国籍や文化的背景に関わらず、共に地域社会で暮らしていける

よう、引き続き、国際交流協会、ＮＰＯ、経済団体、市町等と連携し、多文化共生の推進に取り組

む必要があります。 

 

②新型コロナウイルス感染症の感染拡大をきっかけとして、外国人住民に「みえ外国人相談サポート

センター（以下「ＭｉｅＣｏ」）」の存在が浸透し、日常生活における不安や困りごと、不自由さ等

を主訴とする相談が増えています。外国人住民の不安を軽減し、地域社会の一員として安心して暮

らすことができるよう、行政情報や生活情報を確実に届けるとともに、相談体制をさらに充実させ

る必要があります。 

 

③在住地域に日本語教室がないなどの理由で、学習を希望する外国人住民が日本語教育を受けられな

い状況があります。日本語教育の推進に取り組む市町は増えつつありますが、「生活者としての外

国人」が日本語学習に容易にアクセスできるよう、市町や企業、日本語教育に関わる主体と連携し、

日本語教育体制の整備をさらに推進する必要があります。 

 

令和５年度の取組方向 

①「三重県多文化共生推進会議」や「三重県外国人住民会議」等を通じ、多文化共生に係る課題や方

向性等について協議・検討します。また、地域における多文化共生を計画的かつ総合的に推進する

ために、「三重県多文化共生社会づくり指針（第２期）」および「三重県日本語教育推進計画」につ

いて、関係機関等からの意見を聴きながら改定します。 

 

②ＭｉｅＣｏにおいて、外国人住民からの相談にきめ細かく応じられるよう、関係機関との連携を強

化します。また、災害時に外国人住民への支援が行き届くよう、多言語支援や避難所の受入体制整

備等に取り組みます。 

多文化共生の推進 
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③「三重県日本語教育推進計画」に基づき、県内の日本語教育体制の整備に取り組みます。情報掲載

サイト「三重県日本語教育プラットフォーム」等も活用し、市町、国際交流協会、日本語教室、外

国人を雇用する企業等との連携を進めます。また、外国人住民に必要な情報を確実に届けることが

できるよう、引き続き、多言語による情報提供を行います。 

 

KPI（重要業績評価指標） 

 
 令和３年度 ４年度 ５年度 ８年度 

項目 
（項目の説明） 

 目標値 目標値 目標値 
現状値 実績値 実績値 実績値 

多文化共生の推進に向けて県と連携

した団体数（累計） 

（令和４年度に構築する「情報交

換・情報伝達プラットフォーム」（仮

称）を活用し、多文化共生の推進に

向けて県と連携した団体数（累計）） 

 59団体 86団体 137団体 

９団体 － － － 

外国人住民の相談窓口の充実に向け

た取組 

（みえ外国人相談サポートセンター

（ＭｉｅＣｏ）における外国人住民

の相談窓口の充実（相談員の資質向

上などによる複雑化、高度化すると

想定される相談への対応等）に向け

た取組） 

 
相談窓口の 

充実 

相談窓口の 

充実 

相談窓口の 

充実 

相談窓口の 

確保 
－ － － 

 

主な事業 

①多文化共生がもつ力の活用事業 

（第２款 総務費 第５項 生活文化費 ６ 国際化対応費） 

予算額：(R4) ３，２１５千円 → (R5) ３，２４１千円 

事業概要：多文化共生社会づくり施策をさらに推進するため、県内外の関係機関等と連携、情報

共有を図るとともに、県の取組等に関し、有識者や外国人支援団体、経済団体、外国

人住民等と意見交換を行います。 

 

②外国人住民の安全で安心な生活への支援事業 

（第２款 総務費 第５項 生活文化費 ６ 国際化対応費） 

予算額：(R4) ３９，３７８千円 → (R5) ３９，７９１千円 

事業概要：ＭｉｅＣｏにおいて、外国人住民の生活全般に係る相談等に的確に対応します。また、

災害時に外国人住民を支援するための人材育成や実地訓練を行います。 

 

③外国人住民に対する情報や学習機会の提供事業 

（第２款 総務費 第５項 生活文化費 ６ 国際化対応費） 

予算額：(R4) ２７，４９３千円 → (R5) ２７，２４１千円 

事業概要：地域日本語教育について、行政、日本語教室、企業など各主体間のネットワークを強

化し、外国人住民のさまざまなニーズをふまえた日本語学習の機会の提供につなげる

ほか、国の文化芸術振興費補助金を活用し市町に対して日本語教育体制整備のための

補助金を交付します。また、多言語ホームページにより行政・生活情報を提供します。 
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施策１３―１  

 

 

 

【主担当部局：子ども・福祉部】 

施策の目標 

（めざす姿） 

高齢者、障がい者、子育て家庭、ひきこもりなどの生きづらさを抱える人が、自らの属性や抱えて

いる課題に関わらず、質の高い福祉サービスや必要な支援を適切に受けられるよう、地域住民をはじ

めとするさまざまな主体が連携し、地域社会全体で支え合う体制づくりが進んでいます。 

（課題の概要） 

高齢化の進展や単身世帯の増加に伴い、地域の福祉サービスを支える担い手が不足しています。ま

た、地域、家庭、個人が抱える課題が複合化・複雑化する中で、ひきこもりなどの生きづらさを抱え

る人が増加することが懸念されます。 

 

現状と課題 

①「重層的支援体制整備事業」について、移行準備も含め、令和４年度は 12 市町で取り組まれてお

り、関係機関が連携して、相談者の属性等に関わらない包括的な相談の受け止めや必要な支援が行

われています。今後とも、より多くの市町で取組が進むよう、未実施の市町に対して、職員の専門

性の確保など市町が抱える課題の解決に向けた支援や、導入促進の場づくり等を行っていく必要が

あります。 

 

②コロナ禍で、現地での指導監査が困難な状況が続く中でも、社会福祉法人や保育所等の社会福祉施

設等に対して、法人の運営や施設等の安全対策、サービスの質の向上等について、オンラインと現

地指導監査を組み合わせて適切に指導監査を実施しています。また、送迎バスでの園児死亡事故を

受けて、送迎バスを保有する全ての保育所等に対して実地調査を行い、必要な指導等を行ったとこ

ろです。今後とも、効率的・効果的に指導監査を実施するとともに、施設の安全管理の徹底を図っ

ていく必要があります。 

 

③高齢者や障がい者等の要配慮者の福祉ニーズを把握し、災害時の適切な支援につなげるため、社会

福祉士や介護福祉士等の福祉専門職で構成する「三重県災害派遣福祉チーム（三重県ＤＷＡＴ）」

の体制強化を行っています。今後も、ＤＷＡＴの体制を強化し、広域受援体制の整備等に取り組む

必要があります。また、社会福祉施設等においては、令和６年度から事業継続計画（ＢＣＰ）の策

定が義務化される業種があることをふまえ、ＢＣＰの策定をさらに促進していく必要があります。 

 

④民生委員・児童委員については、地域福祉の要として重要性が高まる一方、困難事案や業務量の増

加に伴い負担感が増し、「なり手」の確保も課題となっています。そうした中、必要な知識や技術

の習得に向けた研修等、負担軽減や活動の効率化に向けた支援を行っています。令和５年は、三重

県における民生委員制度創設 100周年の節目の年にあたることもあり、これまでの取組に加え、活

動内容に対する県民の皆さんの理解が深まるよう、積極的な情報発信を行う必要があります。 

 

 

 

地域福祉の推進 
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⑤「三重県ひきこもり支援推進計画」に基づき、県民の皆さんのひきこもりに関する正しい理解を促

進するため、フォーラムの開催やハンドブックの作成などに取り組んでいます。また、当事者やそ

の家族に寄り添った支援体制づくりを進めるため、市町、関係機関等と連携し、圏域別に、顔の見

える関係づくりを行う会議や当事者が広域的に利用できる居場所づくり検討会議の開催、三重県ひ

きこもり地域支援センターの多職種連携チームによるアウトリーチ支援の充実などに取り組んでい

ます。今後とも、本計画の趣旨を広く周知するとともに、県民の皆さんをはじめ市町、関係機関、

民間支援団体、民間事業者等と連携し、誰もが自分らしい生き方を選択できる社会の実現に向けて、

取り組んでいく必要があります。 

 

⑥高齢または障がいを有する矯正施設入所者が、再び罪を犯さず地域で暮らすことができるよう、「三

重県地域生活定着支援センター」において、退所後直ちに福祉サービス等へつながるための支援を

行っています。また、令和４年度からは同センターの相談支援員を１名増員し、矯正施設等に入所

することなく身柄を釈放された高齢者や障がい者と福祉サービスをつなぐための支援（入口支援）

にも取り組んでいます。今後とも、「三重県再犯防止推進計画」に基づき、矯正施設退所者等の社

会復帰および地域生活への円滑な移行・定着を支援していく必要があります。 

 

⑦「第３次三重県自殺対策行動計画」に基づき、関係機関・団体、市町等と連携して取組を進めてい

ます。また、新型コロナウイルス感染症の影響を背景としたこころの悩みに寄り添い、自殺予防を

図るため、相談体制を強化しています。社会環境の変化により生じた課題をふまえ、令和４年度に

「第４次三重県自殺対策行動計画」を策定し、取組を進める必要があります。 

 

⑧新型コロナウイルス感染症に加え、食材や燃料等の価格高騰の影響が重なり、三重県生活相談支援

センターに対し、生活に困窮する人からの相談が多数寄せられていることから、専門職員の増員等

により相談支援体制を強化して自立支援に取り組んでいます。また、生活保護制度の適正な実施に

努めています。引き続き、生活に困窮する人に寄り添った支援に取り組んでいく必要があります。 

 

⑨「第４次三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進計画」に基づき、ヘルプマークやおもいや

り駐車場利用証制度の普及・啓発、学校出前授業、鉄道駅のバリアフリー化の支援などに取り組む

とともに、令和４年度からはＵＤタクシーの導入を支援しています。また、令和５年度からの「第

５次三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進計画」の策定に向けて、当事者や学識経験者等

で構成する「三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進協議会」において議論を進めています。

引き続き、計画に基づき「ハート」、「ハード」、「ソフト」の３本柱で取組を進める必要があります。 

 

⑩県戦没者追悼式を開催し、参列できなかった方々に向け、オンラインを活用して式典の様子を中継

しました。また、沖縄「三重の塔」での慰霊式について、初めて県主催で開催し、ライブでの中継

も行いました。引き続き、遺族支援を中心に取組を進める必要があります。 
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令和５年度の取組方向 

 

①多くの市町が重層的支援体制の整備に取り組めるよう、市町への交付金の交付に加え、未実施市町

との意見交換や研修の実施等により、制度内容や先進事例等の積極的な情報発信を行うとともに、

複合的な課題を抱える相談者等を把握し、適切な相談支援機関等へつなぐことのできる人材育成等

に取り組みます。 

 

②社会福祉法人や社会福祉施設等に対して、市町と連携し、現地監査とオンライン監査を組み合わせ

て、効率的・効果的に指導監査を実施します。また、課題のある県所管法人に対しては、公認会計

士等の専門家を活用した指導監査を実施します。さらに、送迎バスを保有する保育所等には、安全

管理の徹底を行うとともに、実地調査においてヒヤリ・ハット等のさまざまな事例を収集し、ホー

ムページや法人幹部の研修会で公表・活用するなど、安全意識のより一層の強化を図ります。 

 

③災害時に避難所で生活する高齢者や障がい者等の要配慮者を支援するため、引き続き「三重県災害

派遣福祉チーム（三重県ＤＷＡＴ）」の体制強化のための研修等を実施するとともに、県外からの介

護職員等の受援体制の整備を進めます。また、災害時等にあっても社会福祉施設等が最低限のサー

ビス提供を維持していくため、社会福祉施設等のＢＣＰ策定を支援します。 

 

④民生委員・児童委員の負担軽減や活動の効率化に向けて、研修の実施や専用ホームページの活用等、

支援の充実に取り組みます。また、三重県における民生委員制度創設 100 周年を好機と捉え、民生

委員・児童委員の活動に関する県民の皆さんの理解が深まるよう、多様な主体と連携した情報発信

に取り組みます。 

 

⑤「三重県ひきこもり支援推進計画」に基づき、県民の皆さんのひきこもりに関する正しい理解を促

進するため、情報発信・普及啓発を積極的に行うとともに、当事者やその家族に寄り添った支援体

制づくりを進めるため、市町における相談支援機能の強化や、当事者が安心して利用できる居場所

づくりに向けた支援等に取り組みます。 

 

⑥「三重県再犯防止推進計画」に基づき、犯罪や非行をした人を孤立させないために、国や市町、関

係団体等と連携し、矯正施設退所者等が円滑に地域生活へ移行し安定した生活を送ることができる

よう、福祉サービスの利用支援等に取り組みます。また、取組の推進に不可欠な市町との連携強化

に向けて、積極的な情報発信や普及啓発を行います。 

 

⑦緊急小口資金等の特例貸付について、令和５年１月から償還が開始されているため、借入世帯の生

活状況が再び悪化することがないよう、生活困窮者自立支援法に基づく各種事業等を効果的に実施

するなど、相談者一人ひとりの実情に応じた丁寧な支援を行います。また、速やかな生活保護決定

など、関係機関と連携して生活に困窮する人の支援に取り組みます。 

 

⑧新たに策定する「第５次三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進計画」に基づき、ユニバー

サルデザインの意識づくりやおもいやり駐車場の適正利用の推進に取り組むとともに、鉄道駅のバ

リアフリー化やユニバーサルデザインに配慮された情報・サービスの提供の促進などに取り組みま

す。 

子ども・福祉部 
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⑨県戦没者追悼式や沖縄「三重の塔」での慰霊式等を通して、戦争犠牲者を追悼し、遺族支援を中心

に戦争の悲惨さと平和の尊さを次世代に継承していきます。 

 

 

⑩三重県ひきこもり地域支援センターにおいて、精神保健に係る専門相談、多職種連携チームによる

支援、支援者のスキルアップ、関係機関とのネットワークづくり等に取り組みます。 

 

⑪新型コロナウイルス感染症の影響をふまえ拡充した電話相談体制やＳＮＳでの相談を引き続き実施

します。また、令和４年度に策定する「第４次三重県自殺対策行動計画」に基づき、関係機関・団

体、市町等と連携し、計画的に取組を推進します。 

 

 

 ⑫高齢者や障がい者をはじめとする全ての人が安全で自由に移動できる環境の整備や、誰もが安心し

て旅行ができるバリアフリーの観光地づくりを推進するため、ＵＤタクシーの導入を支援します。 

  

 

KPI（重要業績評価指標） 

 
 令和３年度 ４年度 ５年度 ８年度 

項目 
（項目の説明） 

 目標値 目標値 目標値 
現状値 実績値 実績値 実績値 

多機関協働による包括的な相談支援

体制を構築している市町数 

（相談者の属性や抱える課題等に関

わらず、分野横断的に相談に応じる

窓口が整備され、また、相談支援包

括化推進員等が中心となり、役割分

担や支援の方向性を明確にする会議

体や仕組みを活用しながら連携支援

に取り組んでいる市町の数） 

 13市町 17市町 29市町 

９市町 － － － 

アウトリーチ支援員による面談・訪

問・同行支援件数（延べ） 

（三重県生活相談支援センターのア

ウトリーチ支援員が、ひきこもり当

事者やその家族等に対し、面談や訪

問、通院同行等を行った延べ件数） 

 200件 225件 300件 

169件 － － － 

UDタクシーの導入率 

（三重県内におけるタクシー全体に

占める UDタクシー車両の割合） 

 12％ 16％ 29％ 

７％ 

（２年度） 
－ － － 

 

 

 

 

 

 

医療保健部 

観光部 
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主な事業 

 

①重層的支援体制整備事業交付金 

（第３款 民生費 第１項 社会福祉費 １ 社会福祉総務費） 

予算額：(R4)  １６２，９００千円 → (R5)  ９８，９７５千円 

 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」に取り組む市町に対

して交付金を交付します。 

 

②（一部新）社会福祉法人等指導監査費 

（第３款 民生費 第３項 生活保護費 １ 生活保護総務費） 

予算額：(R4) １，３２３千円 → (R5) ２，３０１千円 

事業概要：社会福祉法人や社会福祉施設等に対して、市町と連携し、現地監査とオンライン監査

を組み合わせながら指導監査を実施します。また、会計上に課題のある県所管法人に

対しては、新たに公認会計士等の専門家の同行による指導監査を実施し、法人のサー

ビスの質の向上につなげます。さらに、引き続き、保育所等における送迎バスの運用

をはじめ、子どもの安全管理の徹底を図るとともに、実地調査で収集したさまざまな

事例を用いて、法人幹部に対する研修会を行い、さらなる安全意識の強化に取り組み

ます。 

 

③災害援護事業 

（第３款 民生費 第４項 災害救助費 １ 救助費） 

予算額：(R4) ９，３８４千円 → (R5) ８，５２７千円 

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）」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ービス提供が可能となるよう、社会福祉施

設等の事業継続計画（ＢＣＰ）の策定を支援します。 

 

④（一部新）民生委員活動支援事業 

（第３款 民生費 第１項 社会福祉費 １ 社会福祉総務費） 

予算額：(R4) ２８１，０４１千円 → (R5) ２８４，７０１千円 

事業概要：民生委員・児童委員活動の充実や負担軽減に向けて、必要な知識習得のための研修会

の開催や活動費の支給を行うとともに、三重県における民生委員制度創設 100周年に

おける新たな取組として、学生向けインターンシップの実施や、さまざまな世代を対

象とする活動紹介リーフレット・ＰＲ動画の作成、記念フォーラムの開催など、活動

内容に関する県民の理解を深めるための情報発信に取り組みます。 
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⑤（一部新）ひきこもり対策推進事業 

（第３款 民生費 第１項 社会福祉費 １ 社会福祉総務費） 

予算額：(R4) １３，９０８千円 → (R5) ３６，７９１千円 

事業概要：ひきこもりに関する正しい理解を促進するため、県民向けフォーラムや民間事業者等

向けセミナーの開催、ＳＮＳ等を活用した情報発信等を行います。また、市町におけ

る相談支援機能の充実強化を図るため、支援体制の立ち上げを支援する補助金の新設

をはじめ、福祉、精神保健など支援機関相互のノウハウの共有や事例検討を行う機会

の提供等に取り組みます。さらに、当事者が安心して利用できる居場所づくりを促進

するため、市町等へのアドバイザーの派遣や電子居場所の開設等に取り組むとともに、

当事者が社会とつながる機会を提供するため、体験プログラムの構築に取り組みます。 

 

 ⑥地域生活定着支援事業 

（第３款 民生費 第１項 社会福祉費 １ 社会福祉総務費） 

予算額：(R4) ３０，５６０千円 → (R5) ３０，５６０千円 

事業概要：高齢、または障がいを有する矯正施設退所者等が、円滑に地域生活へ移行し安定した

生活を送ることができるよう、国や市町、関係団体等との連携強化を図りつつ、「三

重県地域生活定着支援センター」において、居住地確保や福祉サービスの利用支援等

に取り組みます。 

 

⑦生活困窮者自立支援事業 

（第３款 民生費 第１項 社会福祉費 １ 社会福祉総務費） 

予算額：(R4) ９２，９２６千円 → (R5) ７７，５８４千円 

      （９２，９２６千円 →    ８１，８８９千円 ※２月補正含みベース） 

事業概要：三重県生活相談支援センターにおいて、支援員を増員して特例貸付の借受人等に対す

る生活再建に向けた支援を強化するとともに、さまざまな課題を抱える生活困窮者か

らの相談に適切に応じるため、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、アウトリーチ（訪問型）支援の充実により、これまで支援の行き届かなか

った人も必要な福祉サービスを適切に受けられるよう取り組むとともに、福祉事務所

設置自治体の支援員等の資質向上に向けた研修等を実施し、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 

（第３款 民生費 第３項 生活保護費 ２ 扶助費） 

予算額：(R4) ２，０２３，４９８千円 → (R5) ２，０９５，８０７千円 

事業概要：生活に困窮する人に対して、健康で文化的な最低限度の生活を保障するため、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。 

 

 

 

 

 

 

 

225



⑨三重おもいやり駐車場利用証制度展開事業 

（第３款 民生費 第１項 社会福祉費 １ 社会福祉総務費） 

   予算額：（R4） ６，１０２千円 → （R5） ７，０１５千円 

   事業概要：障がい者、高齢者や妊産婦、けが人など、歩行が困難な人の外出を支援し、社会参加

を促進するため、「おもいやり駐車場」を必要とする人への利用証の交付を進めます。

特に子育て家庭への支援を充実するため、妊産婦等の利用期間を延長して運用します。

あわせて、公共施設や商業施設など、さまざまな施設への「おもいやり駐車場」の設

置を一層進めます。 

 

⑩（一部新）地域公共交通バリア解消促進事業 

（第３款 民生費 第１項 社会福祉費 １ 社会福祉総務費） 

予算額： (R4) ３３，７４０千円 → (R5) ７４，６１８千円 

事業概要：誰もが安全で自由に移動できるまちづくりを推進するため、鉄道駅のバリアフリー化

（段差解消、内方線整備、ＩＣカードシステム導入等）に対する支援を行います。 

 

⑪戦没者慰霊事業 

（第３款 民生費 第１項 社会福祉費 ４ 遺族等援護費） 

予算額：(R4) ２，２４２千円 → (R5) ３，０４７千円 

事業概要：戦没者、戦災死没者を追悼し、冥福を祈念するため、県戦没者追悼式および沖縄「三

重の塔」慰霊式を開催するとともに、全国戦没者追悼式への参列を支援します。また、

戦争の悲惨さや平和の尊さを伝えるため、若年世代の参加を促します。 

 

 

 

⑫こころの健康センター指導事業 

（第４款 衛生費 第１項 公衆衛生費 ４ 精神衛生費） 

予算額：(R4) １４，１９５千円 → (R5) １２，７４９千円 

事業概要：三重県ひきこもり地域支援センターにおいて、本人や家族への精神保健に係る専門相

談、医療・保健・心理・法律等の職種からなる「多職種連携チーム」による訪問支援、

支援者のスキルアップを目的とした研修等を実施します。また、関係機関で構成され

るネットワーク会議を開催し、連携の強化や支援体制の充実を図ります。 

 

⑬地域自殺対策緊急強化事業 

（第４款 衛生費 第１項 公衆衛生費 ４ 精神衛生費） 

予算額：(R4) ８２，２４２千円 → (R5) ７２，００７千円 

事業概要：自殺対策を推進するため、令和４年度に策定する「第４次三重県自殺対策行動計画」

に基づき、こころの健康問題に対する正しい知識の普及や支援者のスキルアップ等に

取り組むとともに、関係機関・団体、市町等と連携し、各課題に応じた取組を行いま

す。また、新型コロナウイルス感染症の影響をふまえ拡充した電話相談体制やＳＮＳ

での相談を引き続き実施します。 
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⑭ユニバーサルデザインタクシー導入推進事業 

（第７款 商工費 第１項 商工業費 １０ 観光振興費） 

予算額：(R4) １５，６００千円 → (R5) １５，６００千円 

事業概要：全ての人の安全で円滑な移動に向けて、ＵＤタクシーの導入する事業者等に対して補

助を行います。  

観光部 
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施策１３―２  

 

 

 

【主担当部局：子ども・福祉部】 

施策の目標 

（めざす姿） 

障がい者が必要な支援を受けながら、自らの決定や選択に基づいて生活・就労する機会を確保する

ため、グループホームなどの居住の場や日中活動の場の確保、多分野での就労支援が進んでいます。

また、障がいの有無に関わらず、誰もが尊重し合いながら共生する社会の実現のため、障がい者の差

別解消および虐待防止、情報保障など、障がい者の権利を守るための取組が進んでいます。 

（課題の概要） 

親の高齢化等により、グループホームへの入居や、自宅において一人で生活するための支援を必要

とする障がい者が増加するとともに、障がい者の高齢化や重度化が進行し、障害福祉サービスのさら

なる充実が求められています。 

 

現状と課題 

①障がい者の地域移行や地域生活支援に向けて、グループホームの整備等を促進しています。また、

福祉事業所における工賃向上に向けて、事業所への専門家派遣や優先調達に取り組むとともに、共

同受注窓口における営業担当コーディネーターの配置やＥＣサイトを活用した販売促進等に対し

て支援を行っています。今後も、ニーズの高い重度障がい児・者を対象とした通所施設やグループ

ホームの整備を進めるとともに、工賃向上に取り組む必要があります。 

 

②医療的ケアが必要な障がい児・者とその家族を支援するため、県内４つの地域ネットワークを中心

に支援体制を整備してきたところですが、令和３年９月に施行された「医療的ケア児及びその家族

に対する支援に関する法律」を受けて、支援拠点としての役割を担う「三重県医療的ケア児・者相

談支援センター」を令和４年４月に開設し、当センターを中心に、相談対応や支援者への支援、専

門人材の育成、多職種連携等に取り組んでいます。今後も、多分野の関係者が連携し、地域での受

け皿を整備する必要があります。 

 

③多様化・複雑化する相談ニーズに対応するため、市町における相談支援と合わせて、広域的・専門

的な相談支援を行うとともに、研修等により相談支援や障害福祉サービスを担う人材の育成を行っ

ています。また、障害福祉サービス事業所等の職員の処遇改善や、事業所におけるロボット導入に

対する支援など、職員の負担軽減等に取り組んでいます。引き続き、相談支援体制の強化を図ると

ともに、研修の充実や処遇改善、職員の負担軽減などにより、障害福祉サービスを担う人材の確保

と資質の向上に取り組む必要があります。 

 

④農林水産業における障がい者の就労の促進に向け、農林水産事業者や福祉事業所からの相談等に対

応するワンストップ窓口の設置や農林水産業の現場での障がい者への指導、マッチングを行う専門

人材の育成に取り組んでいます。また、スマート技術を活用した農作業に従事する障がい者の労働

環境の改善や福祉事業所等で生産された農産物の効率的な集出荷体制の構築のための実証を行っ

ています。引き続き、農林水産業と福祉をつなぐ取組を推進するとともに、農福連携に取り組む事

業者の生産性向上に向けた支援が求められています。 

障がい者福祉の推進 
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⑤精神障がい者の地域移行・地域定着を推進するため、ピアサポーターによる取組やアウトリーチ事

業等を実施しています。引き続き、精神障がい者が安心して自分らしく暮らすことができる取組を

進める必要があります。 

 

⑥令和４年度を始期とする「三重県アルコール健康障害対策推進計画（第２期）」および「三重県ギ

ャンブル等依存症対策推進計画」に基づき、依存症の予防や早期発見・早期介入、治療のための取

組を進めています。引き続き、関係機関と連携しながら取組を進める必要があります。 

 

⑦「障がいの有無にかかわらず誰もが共に暮らしやすい三重県づくり条例」に基づき、めざすべき社

会の実現や障がい者の差別解消に向けて、広く普及啓発に取り組むとともに、専門相談員を配置し

て障がい者やその家族等からの相談に対応しています。また、障がい者虐待の未然防止等のため、

施設等職員などへの研修や、虐待事案が発生した施設等への改善に向けた指導を行っています。引

き続き、障がいを理由とした差別の解消に向けた啓発や相談体制の充実、虐待の防止に取り組む必

要があります。加えて、障害者差別解消法の一部改正に伴い、令和６年６月までに事業者の合理的

配慮の提供が義務化されることから、事業者への周知・啓発等を進める必要があります。 

 

⑧「三重県手話施策推進計画」に基づき、障がい者の情報保障を推進するため、手話通訳を行う人材

の育成などに取り組んでいます。また、「三重県障がい者芸術文化活動支援センター」を中心とし

て、芸術文化活動を通じた障がい者の社会参加活動を促進しています。今後も、障がい者の情報保

障に係る取組を進めるとともに、障がい者が広く社会参加できるよう環境整備に取り組む必要があ

ります。 

 

令和５年度の取組方向 

 

①障がい者の地域生活を支援するため、障害福祉サービスの確保を図るとともに、グループホームや

重度心身障がい児・者の日中活動の場等の整備促進に取り組みます。また、福祉事業所における工

賃向上に向けて、専門家の派遣により運営改善やスキルアップを図るとともに、優先調達の目標達

成に向けて全庁を挙げて取り組みます。さらに、共同受注窓口における営業担当コーディネーター

の配置やＥＣサイトを活用した販売促進等の取組を支援します。なお、「みえ障がい者共生社会づく

りプラン」が最終年度を迎えることから、本県の現状と障がい者を取り巻く環境変化をふまえ、次

期プランの策定に取り組みます。 

 

②「三重県医療的ケア児・者相談支援センター」を中心に、医療的ケア児・者や保護者等からの相談

対応、支援者への支援を行うとともに、障害福祉サービス事業所職員等を対象とした各種の専門研

修等を実施し、人材育成に取り組みます。また、４つの地域ネットワークの活動支援や相互連携に

加え、重症心身障がい児・者を受け入れる病院との連携など、医療的ケア児・者の地域での受け皿

整備を進めます。 

 

③高次脳機能障がい、自閉症・発達障がい、就労に伴う生活支援等に関する広域的・専門的な相談支

援を実施し、市町等が行う相談支援と連携し、障がい者等からのさまざまな相談に応じます。また、

障害福祉サービス事業所職員を対象とした専門研修を実施して資質の向上を図るとともに、職員の

処遇改善や負担軽減に取り組みます。 

子ども・福祉部 
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④障がいを理由とする差別の解消のため、障がい者への理解促進に向けた取組を進めるとともに、相

談支援を行います。また、障がい者虐待に適切に対応するため、市町や施設等職員などに対する研

修を行うとともに、専門家チームを活用しながら虐待の発生した施設等に対する改善に向けた指導

等を行います。さらに、事業者における合理的配慮の提供の義務化について、事業者等に対してア

ウトリーチを行い、重点的な周知・啓発を図ります。 

 

⑤一人でも多くの人が手話に触れ、手話を学ぶことができるよう、手話講座等を実施するとともに、

障がい者の情報保障に係るサービスの周知・啓発などに取り組みます。なお、「手話施策推進計画」

が最終年度を迎えることから、手話が広く利用される共生社会実現に向け、次期計画の策定に取り

組みます。また、幅広く障がい者の活躍の場を確保するため、「三重県障がい者芸術文化活動支援セ

ンター」において、芸術文化祭などの多様な発表機会の創出や専門人材を活用した相談支援等に取

り組みます。 

 

 

⑥農林水産業における障がい者の就労を促進するため、農林水産事業者や福祉事業所に対する相談体

制の整備、支援を行う専門人材の育成、施設外就労にかかるマッチングの推進に取り組むとともに、

農福連携に取り組む事業者の労働環境の改善や農産物の集出荷体制の構築、商品力向上といった生

産性向上への取組を支援します。 

 

 

 ⑦精神障がい者の地域移行・地域定着を推進するため、ピアサポーターによる長期入院患者との交流

や退院前の不安を軽減する取組を進めるとともに、退院後の生活を支援するアウトリーチ事業を実

施します。引き続き、精神障がい者が安心して自分らしく暮らすことができるよう「精神障害にも

対応した地域包括ケアシステム」の充実を図ります。 

 

 ⑧「三重県アルコール健康障害対策推進計画（第２期）」および「三重県ギャンブル等依存症対策推進

計画」に基づき、依存症の予防や早期発見・早期介入のための啓発を行います。また、治療拠点機

関が自助グループと連携し、患者の治療や社会復帰を支援する取組を促進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療保健部 

農林水産部 

230



KPI（重要業績評価指標） 

 
 令和３年度 ４年度 ５年度 ８年度 

項目 
（項目の説明） 

 目標値 目標値 目標値 
現状値 実績値 実績値 実績値 

グループホーム等において地域で自

立した生活をしている障がい者数 

（居住支援系サービスであるグルー

プホーム（共同生活援助）や自立生

活援助を利用することで、地域で生

活している障がい者数） 

 2,040人 2,150人 2,480人 

1,943人 － － － 

就労において支援を必要とする障が

い者の一般就労における定着率 

（障がい者就業・生活支援センター

が支援し一般就労した障がい者の就

労１年後の定着率） 

 82％ 82％ 82％ 

77.7％ － － － 

医療的ケア児・者コーディネーター

養成者数 

（県が実施する医療的ケア児・者コ

ーディネーター養成研修の修了者

数） 

 182人 211人 300人 

153人 － － － 

農福連携に係る取組において農林水

産の作業に新たに就労した障がい者

数 

（福祉事業所と農林水産事業体にお

いて、コーディネーター等の支援に

より農林水産業に新たに従事した障

がい者の人数） 

 68人 76人 76人 

49人 － － － 

「障がいの有無にかかわらず誰もが

共に暮らしやすい三重県づくり条

例」に基づく相談支援件数 

（「障がいの有無にかかわらず誰も

が共に暮らしやすい三重県づくり条

例」の規定に該当する相談（合理的

配慮等）に対し、障がい者差別解消

専門相談員が対応を行った件数） 

 11件 15件 27件 

７件 － － － 
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主な事業 

 

①障がい福祉総務費 

（第３款 民生費 第１項 社会福祉費 ２ 障がい者福祉費） 

予算額：(R4) ４，８１１千円 → (R5) ４，６９０千円 

事業概要：障害者基本法に基づく三重県障害者施策推進協議会や障害者総合支援法に基づく三重

県障害者自立支援協議会の開催を通じて、「みえ障がい者共生社会づくりプラン」等

の進捗を確認しながら、障がい者施策を適切に推進するとともに、次期プランの策定

に取り組みます。 

 

②障がい者の地域移行受け皿整備事業 

（第３款 民生費 第１項 社会福祉費 ２ 障がい者福祉費） 

予算額：(R4) ２５０，０１６千円 → (R5) ６０，６００千円 

      （２５０，０１６千円 →   １２７，２００千円 ※２月補正含みベース）  

事業概要：障がい児・者の地域生活を支援するため、グループホームや障がい児支援の拠点とな

る日中活動の場の整備促進に取り組みます。 

 

③障がい者就労支援事業 

（第３款 民生費 第１項 社会福祉費 ２ 障がい者福祉費） 

予算額：(R4) １７，４３９千円 → (R5) １７，４３９千円 

事業概要：障がい者の自立した生活の実現に向けて、福祉事業所における工賃等の向上を図るた

め、経営コンサルタント等の専門家を派遣するなど、福祉事業所の経営改善等を支援

します。また、福祉事業所の受注の仲介、販路開拓等を行う共同受注窓口における、

発注の新規開拓等に取り組むコーディネーターの配置やＥＣサイトを活用した物販

促進等の取組を支援します。 

 

④医療的ケアが必要な障がい児・者の受け皿整備事業 

（第３款 民生費 第１項 社会福祉費 ２ 障がい者福祉費） 

予算額：(R4) ２９，７５１千円 → (R5) １９，７９３千円 

事業概要：医療的ケアが必要な障がい児・者とその家族が地域で安心して生活できるよう、「三重

県医療的ケア児・者相談支援センター」を中心に、当事者や保護者等からの相談対応、

支援者への支援、医療的ケア児・者コーディネーターの養成、障害福祉サービス事業

所職員等を対象とした医療的ケア・スタートアップ研修、保育園等の看護師等を対象

としたスキルアップ研修等を実施するとともに、各地域ネットワークの活動支援や相

互連携、重症心身障がい児・者を受け入れる病院との連携など、医療的ケア児・者へ

の支援体制を強化し、地域での受け皿整備を進めます。 
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⑤障害者介護給付費負担金 

（第３款 民生費 第１項 社会福祉費 ２ 障がい者福祉費） 

予算額：(R4)  １１，０９１，４４１千円 → (R5)  １０，３９１，５３６千円 

事業概要：障害者総合支援法に基づき、市町が支出する介護給付費の一部を負担します。また、

障害福祉サービス事業所等における新型コロナウイルス感染症の感染防止対策とし

て、衛生用品等の購入など必要となるかかり増し費用に対する支援を行うとともに、

障害福祉サービス事業所等におけるロボット等の導入やＩＣＴ導入に対する支援に

取り組みます。 

 

⑥障がい者相談支援体制強化事業 

（第３款 民生費 第１項 社会福祉費 ２ 障がい者福祉費） 

予算額：(R4) １４５，８５４千円 → (R5) １４６，５８９千円 

事業概要：各障害保健福祉圏域において就労に伴う生活にかかる相談支援事業を実施するとと

もに、県内全域を対象とした自閉症・発達障がい、高次脳機能障がいに関する専門

性の高い相談支援事業を行います。 

 

⑦（一部新）人材育成支援事業 

（第３款 民生費 第１項 社会福祉費 ２ 障がい者福祉費） 

予算額：(R4) ２４，９０５千円 → (R5) ２７，２８８千円 

事業概要：障がい者の地域生活を支える人材を育成するとともに、障害福祉サービス等の質の

向上を図るため、「三重県障がい福祉従事者人材育成ビジョン」に基づき、相談支

援従事者研修やサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修等の各種研修事

業を実施します。令和５年度は、新たに障害者ピアサポート研修を国のカリキュラ

ムにより実施します。 

 

⑧（一部新）障がい者権利擁護推進事業 

（第３款 民生費 第１項 社会福祉費 ２ 障がい者福祉費） 

予算額：(R4) ５，３３６千円 → (R5) ９，０８３千円 

事業概要：障がいを理由とする差別の解消のため、相談員による相談対応や普及啓発等に取り

組みます。また、研修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。さらに、「手話施策推進計画」に基づき取組を推進する

とともに、次期計画の策定に取り組みます。加えて、事業者の合理的配慮の提供の

義務化に向けて、アウトリーチによる積極的な周知・啓発を行います。 

 

⑨障がい者の持つ県民力を発揮する事業 

（第３款 民生費 第１項 社会福祉費 ２ 障がい者福祉費） 

予算額：(R4) ８，０７６千円 → (R5) ８，６７９千円 

事業概要：芸術文化活動を通じた障がい者の社会参加を促進するために設置した「三重県障が

い者芸術文化活動支援センター」において、障がい者や支援者に対する相談支援や

研修会を開催するほか、県内で芸術文化活動を行う障がい者が作品を発表する展覧

会を開催する等、障がい者の社会参加を支援します。 
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 ⑩農福連携ネットワーク形成・強化事業 

（第６款 農林水産業費 第１項 農業費 ５ 農林漁業担い手対策費） 

予算額：(R4) ３，４５６千円 → (R5) ４，０７６千円 

事業概要：農福連携の一層の拡大と定着に向け、「農福連携全国都道府県ネットワーク」との連

携による現地調査や情報発信に取り組むとともに、県内における農福連携の推進体制

を強化するため、農業ジョブトレーナーや農福連携技術支援者といった専門人材の育

成や活動支援に取り組みます。 

 

⑪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 

（第６款 農林水産業費 第４項 林業費 ２ 林業振興指導費） 

予算額：(R4) ２，０００千円 → (R5) １，６００千円 

事業概要：林業における障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。 

 

⑫水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 

（第６款 農林水産業費 第５項 水産業費 11 水産業経営対策費） 

予算額：(R4) ２，０００千円 → (R5) １，６００千円 

事業概要：水産業における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

グに専門的に取り組むコーディネーターの活動を支援します。 

 

⑬農福連携におけるスマート技術環境改善実証事業 

（第６款 農林水産業費 第１項 農業費 ５ 農林漁業担い手対策費） 

予算額：(R4) ３，０００千円 → (R5) ２，３１５千円 

事業概要：農福連携の一層の拡大に向け、農作業に従事する障がい者の体調管理を効果的かつ効

率的に行うため、ウェアラブル端末などスマート技術を活用した実証に取り組みます。 

 

⑭農福連携による青果物のスマート流通体制整備事業 

（第６款 農林水産業費 第１項 農業費 ６ 農作物対策費） 

予算額：(R4) ５，０００千円 → (R5) ３，９３５千円 

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について、需要に応じた出荷ができる

よう、アプリ等を活用し、市場の入荷情報等をもとに出荷する仕組みづくりや地域に

おいて共同で集荷・運送する取組を進めます。 

 

⑮農福連携「福」の広がり創出促進事業 

（第６款 農林水産業費 第１項 農業費 ５ 農林漁業担い手対策費） 

予算額：(R4) ３，４５３千円 → (R5) １，８９４千円 

事業概要：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、農業が持

つ多様な作業内容を生かし、就労体験の取組を進めます。また、これまでの取組で得

られた、生きづらさや働きづらさを感じている若者等へのアプローチの方法など就労

に向けたノウハウを関係機関に提供し、若者等の就労拡大につなげます。 

 

農林水産部 
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 ⑯精神障がい者保健福祉相談指導事業 

（第４款 衛生費 第１項 公衆衛生費 ４ 精神衛生費） 

予算額：（R4） ３３，００６千円 → （R5） ３７，４４１千円 

事業概要：ピアサポーターを活用した取組やアウトリーチ事業、地域住民への啓発を通じて、精

神障がい者が安心して地域で暮らすことができる支援体制づくりを進めます。また、

アルコールやギャンブル等に係る依存症対策については、予防や早期発見・早期介入

に向けてリーフレットの配布等による啓発を行うとともに、治療拠点機関が自助グル

ープと連携し、患者の治療や社会復帰を支援する取組を促進します。 

 

医療保健部 
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施策１４－１  

 

 

 

【主担当部局：教育委員会】 

施策の目標 

（めざす姿） 

子どもたち誰もが、知識・技能、思考力・判断力・表現力などの「確かな学力」、規範意識や自尊感

情、自他の命の尊重、いじめを許さない心といった「豊かな心」、体力の向上、心身の健康などに支え

られる「健やかな身体」を育み、これからの時代を生きていくための基礎となる力を身につけていま

す。 

（課題の概要） 

これからの変化の激しい時代を豊かに生きていくためには、未来の礎となる「確かな学力」、「豊か

な心」、「健やかな身体」を身につけることが一層重要であり、これらを一体的・調和的に育むことが

必要です。 

 

現状と課題 

①令和４年度の全国学力・学習状況調査において、平均正答率が全国平均を上回った教科は小中学校

合わせた６教科中１教科（中学校数学）でした。国語では小中学校ともに質問の意図を捉えて自分

の考えをまとめること、算数では割合の意味の理解等に課題がみられました。児童生徒質問紙調査

の結果では、「自分にはよいところがある」の肯定的な回答割合も昨年度より高くなり、挑戦心や

相手を思いやる気持ちなどの肯定的な回答割合は継続的に全国平均を上回っていますが、全国と比

較して平日のテレビゲームや携帯電話等の使用時間が長く、学習時間や読書時間が短い状況が続い

ています。調査結果をふまえ、授業改善や学習内容の定着、家庭や地域の協力を得て学習習慣・生

活習慣・読書習慣の確立に向けた取組を進める必要があります。 

 

②小学校１、２年生での 30人学級（下限 25人）、中学校１年生での 35人学級（下限 25人）を継続す

ることで、令和４年５月１日現在、小学校１年生では 88.3％、２年生では 90.1％の学級が 30 人以

下となり、中学校１年生では 95.0％の学級が 35 人以下となりました。令和３年度から実施してい

る小学校３年生 35 人学級に加えて、令和４年度においては国を先取りする形で小学校４年生を 35

人学級としました。今後、きめ細かな指導の推進と安全で安心に学べる環境の確保のため少人数学

級に取り組むとともに、少人数指導についてはガイドブックの活用や学力アドバイザーの助言を通

じて、より効果的な指導方法となるよう工夫し、一人ひとりの学習意欲の向上および学習内容の理

解・定着につなげる必要があります。 

 

③「特別の教科 道徳」について、答えが一つではない課題に向き合い、物事を多面的・多角的にと

らえ、主体的に考えを深められるよう、小中学校の教職員を対象に指導方法や評価についての指導

助言を行っています。今後も引き続き、道徳教育が発達段階に応じて適切に推進されるよう取り組

む必要があります。 

 

 

 

 

未来の礎となる力の育成 
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④「第四次三重県子ども読書活動推進計画」に基づき、家庭、地域、学校等が連携して、幼少期から

発達段階に応じた読書活動が推進されるよう、家庭で家族とふれあいながら読書をする取組等を行

っています。引き続き、子どもたちが本を身近なものと感じ、読書に親しむ習慣づくりを図る必要

があります。 

 

⑤みえ高文祭は生徒の豊かな感性や情操を育むための貴重な発表の機会であることから、高等学校文

化連盟と連携して、感染症対策を徹底し、発表方法の工夫を行ったうえで開催しました。今後も、

文化部生徒の交流により、さらなる芸術文化活動の推進に取り組む必要があります。 

 

⑥全国体力・運動能力、運動習慣等調査（令和４年度）の体力合計点は全国平均と比べて、小学校で

はやや下回りましたが、中学校では上回りました。各学校では元気アップシートを作成し、児童生

徒の体力向上の取組を推進しています。体力合計点が高い学校での１学校１運動の好事例を共有し、

各学校の取組に反映するよう助言しました。今後も、体育・保健体育の授業改善を進めるとともに、

適切な指導計画のもとで運動に親しむことができるよう取り組む必要があります。 

 

⑦部活動については、専門的指導の充実と教員の負担軽減を図るため、運動部活動指導員を配置する

とともに、県立高校には運動部活動サポーターも派遣しています。３市町４中学校をモデル校とし

て、休日の部活動の地域移行に係る実践研究を行い、「部活動のあり方検討委員会」でモデル校の

実践事例の報告を行うとともに、市町との意見交換会議において、地域移行を進めるための受け皿

や指導者の確保、費用負担といった課題への対応について議論しています。今後も地域移行に向け、

協議会の設置や地域移行の進め方など、各市町の状況を把握しながら、段階的な地域移行が円滑に

進むよう取り組む必要があります。 

 

 ⑧心の健康や性に関する指導について、専門家による児童生徒への講話や教職員への指導助言等を行

うとともに、歯と口の健康づくり、がん教育、薬物乱用防止教育等に係る教職員研修会を実施して

います。12歳児の一人平均むし歯の本数は減少傾向にあるものの、全国平均と比べて高い状況にあ

ることから、正しい歯みがき指導やフッ化物洗口の取組を進め、歯と口の健康づくりに取り組む必

要があります。 

 

令和５年度の取組方向 

①全国学力・学習状況調査やみえスタディ・チェックを通じて、各学校や市町において成果と課題を

把握するとともに、各市町が作成したアクションプランが計画的に進むよう、県内市町で成果が確

認された取組に基づくアドバイスや、授業改善や学習習慣の確立等に向けた研修等の支援を行いま

す。学校に派遣する学力向上アドバイザーが、計画的な取組に必要な校長のマネジメントについて

助言を行うとともに、教員の授業への指導や校内研修での助言を行い、授業力の向上を図ります。

あわせて、学習端末を用いて取り組めるワークシートや、市町が導入しているドリルソフト等を活

用して、一人ひとりに応じて学習内容の定着を図るとともに、家庭や地域の協力を得て学習習慣・

生活習慣・読書習慣の確立に向けた取組を進めます。 
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②児童生徒一人ひとりの状況に応じ、きめ細かく行き届いた支援を行うため、国に小学校の３５人学

級の推進および中学校の学級編制標準の引き下げを要望するとともに、今後の国の対応をふまえ、

小学校の他学年における、国を先取りした形の学級編制の実施について検討します。また、少人数

指導については、ガイドブックを活用して、引き続き教員の役割分担によるティーム・ティーチン

グや、小学校算数と中学校数学の習熟度別指導に取り組みます。 

 

 ③命を大切にする心や、他者への思いやりの心などの豊かな心を育む「考え 議論する道徳」を推進

するため、各学校での取組や実践事例について協議する道徳教育推進会議や、より効果的な授業づ

くりや評価に関する研修を実施します。 

 

④子どもたちが読書を通じて新しい知識や世界に触れることができるよう、モデルとなる市町にアド

バイザーを派遣し、小中学校の児童生徒が本に親しむための取組について助言や支援を行うととも

に、県立学校においてモデル校を指定し、図書館を活用した探究的な学びや授業づくりに取り組み

ます。 

 

⑤生徒の豊かな感性や情操等を育むため、近畿高等学校総合文化祭三重大会兼みえ高文祭を開催する

とともに、全国高等学校総合文化祭への生徒の派遣や作品の出展等を支援し、生徒の発表や交流を

進めることで、文化芸術活動を推進します。 

 

⑥各学校において体力向上の目標を立てるとともに、ＩＣＴを効果的に活用した動作の録画・再生機

能による技能の向上や、演示や準備時間の短縮に伴う運動量の確保などにより、効果的に体力向上

を図るための授業改善を行います。さらに、各学校の状況に応じた１学校１運動の取組を推進する

ことで、児童生徒の総運動時間を増やし、体力の向上を図ります。 

 

⑦専門的指導と教員の負担軽減のため、運動部活動指導員の配置や運動部活動サポーターの派遣を行

うとともに、経験豊富な顧問教員の指導例や他府県の取組状況を共有するなど、部活動ガイドライ

ンに基づく適切な部活動運営に向けて取り組みます。また、中学校の休日部活動の地域移行が円滑

に進むよう、国の支援制度を活用して、各市町の状況に応じた方策を検討する協議会の設置や、コ

ーディネーターの配置に支援するとともに、受け皿となる運営団体における指導者の配置や諸費用

に支援を行います。また、休日に指導する人材を育成するための研修会を実施します。 

 

⑧基本的な生活習慣の確立や、多様化する健康課題の解決に向けて、関係機関と連携を図りながら、

「歯と口の健康づくり」や「心の健康づくり（学校メンタルヘルス）」、「性に関する指導」、「がん

教育」、「薬物乱用防止教育」等の健康教育の取組を推進します。健康課題を抱える子どもたちへき

め細かく対応するため、国の支援制度を活用して、養護教諭を支援する人材を学校に派遣します。 
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KPI（重要業績評価指標） 

 
 令和３年度 ４年度 ５年度 ８年度 

項目 
（項目の説明） 

 目標値 目標値 目標値 
現状値 実績値 実績値 実績値 

授業で、課題の解決に向けて、自分

で考え、自分から取り組んでいると

思う子どもたちの割合 

（「授業では、課題の解決に向けて、

自分で考え、自分から取り組んでい

ましたか」という質問に対して、肯

定的な回答をした公立小中学生の割

合） 

 
小学生 78.9% 

中学生 84.6% 

小学生 79.6% 

中学生 85.3% 

小学生 81.7% 

中学生 87.4% 

小学生 78.2% 

中学生 83.9% 
－ － － 

自分にはよいところがあると思う子

どもたちの割合 

（「自分には、よいところがあると思

う」という質問に対して、肯定的な

回答をした公立小中学生の割合） 

 小学生 76.8% 

中学生 78.0% 

小学生 77.6% 

中学生 78.5% 

小学生 80.0% 

中学生 80.0% 

小学生 76.0% 

中学生 77.5% 
－ － － 

運動する時間を自ら確保している子

どもたちの割合 

（「学校の体育・保健体育の授業以外

で、運動（体を動かす遊びを含む）

やスポーツを合計で１日およそどれ

くらいしていますか」という質問に

対して、１週間の総運動時間が７時

間以上と答えた公立小中学生の割

合） 

 
小学生 39.2% 

中学生 77.4% 

小学生 40.4% 

中学生 77.6% 

小学生 44.1% 

中学生 78.2% 

小学生 38.0% 

中学生 77.2% 
－ － － 

 

主な事業 

①みえの学力向上県民運動推進事業 

（第 10款 教育費  第１項 教育総務費 ２ 事務局費） 

予算額：(R4)  １５１千円 → (R5)  １５１千円 

事業概要：学校・家庭・地域が一体となった学力向上の取組について、みえの学力向上県民運動

推進会議の委員による協議を行います。保護者や地域対象の講演会や、１人１台学習

端末に提供している「生活習慣・読書習慣チェックシート」の活用を通して、生活習

慣・学習習慣・読書習慣の確立を図ります。 

 

②学力向上推進事業 

（第 10款 教育費  第１項 教育総務費 ４ 教育指導費） 

予算額：(R4)  １５，８６３千円 → (R5)  ２２，４７７千円 

事業概要：みえスタディ・チェックをＣＢＴ（Computer Based Testing）で実施し、児童生徒の

学習内容の定着状況を把握するとともに、学習状況や生活習慣等に関する質問紙調査

を実施し、各学校における個に応じた指導、授業改善の促進を図ります。学力向上ア

ドバイザーを学校に派遣し、各学校での計画的な取組にかかるマネジメントについて

校長へ助言するとともに、教職員の授業への指導や校内研修など、授業力の向上を図

ります。 
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③（一部新）小中学校指導運営費 

（第 10款 教育費  第１項 教育総務費 ４ 教育指導費） 

予算額：(R4) ８１，９４２千円 → (R5)  ６７，１７０千円 

      （８１，９４２千円 →     ７３，１６８千円 ※２月補正含みベース） 

 事業概要：市町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、授業で教職員の補助を行う学習指導員を引き続き配置します。学校のＩＣＴ環境

について、セキュリティやコンテンツに関するアドバイザーを小中学校や市町に派遣

し、指導・助言するとともに、効果的な活用に向けたサポートを行います。小中学校

等において、本に親しむための学校図書館の工夫や、教科と関連した読書活動等を進

めるため、モデルとなる市町にアドバイザーを派遣し、助言や支援を行います。 

 

④（一部新）道徳教育総合支援事業 

（第 10款 教育費 第１項 教育総務費 ４ 教育指導費） 

予算額：(R4) ３，３２３千円 → (R5)  ４，７１６千円 

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

育推進会議や公開授業を通して、その成果を普及します。いじめ防止の観点から指導

の要点や授業実践例をまとめた指導者用の補助資料を作成して、小中学校の道徳教育

推進教師への研修を行うとともに、校長にカリキュラムマネジメントに係る研修を実

施します。モデル校となる小中学校にアドバイザーを派遣して、いじめ防止について

の系統的な道徳の年間指導モデルを構築します。また、中学生が郷土の課題について

解決策を考え提案する課題解決型の手法で学ぶ取組を行います。 

 

⑤（一部新）子どもと本をつなぐ環境整備促進事業 

（第 10款 教育費 第６項 社会教育費 １ 社会教育総務費） 

予算額：（R4） ４９３千円 →  (R5)  ５，８９８千円 

事業概要：読書習慣の形成に向けて、家庭、地域、学校等が連携して、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等、子どもの発達段階に応じ

た読書活動を推進します。県立高校において図書館を活用した探究的な学びや授業づ

くりが進められるよう、新たにモデル校で各校に応じた図書館リニューアル計画を策

定し、図書館の環境整備や放課後の開館時間の延長、読書に関わるイベント等に取り

組みます。 

 

⑥（一部新）高校芸術文化祭費 

（第 10款 教育費 第１項 教育総務費 ４ 教育指導費） 

予算額：(R4) ７，１５１千円 → (R5)  ４８，７８１千円 

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、近畿高等

学校総合文化祭兼みえ高文祭を開催するとともに、全国高等学校総合文化祭への生徒

派遣などの支援を行います。 
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⑦みえ子どもの元気アップ体力向上推進事業 

（第 10款 教育費  第７項 保健体育費 ２ 体育振興費） 

予算額：(R4)  ４，３５９千円 → (R5)  ４，０３９千円 

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、各学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、教職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図ります。 

 

⑧（一部新）みえ子どもの元気アップ部活動充実事業 

（第 10款 教育費  第７項 保健体育費 ２ 体育振興費） 

予算額：（R4） ５８，８５２千円 → (R5)  １３５，３０７千円 

       （５８，８５２千円 →     １４３，２０８千円 ※２月補正含みベース） 

事業概要：中学校における休日の運動部活動の地域移行について、国事業を活用して、各市町が

設置する協議会への補助を行うとともに、学校と受け皿との調整を行うコーディネー

ターの配置、運営団体における指導者の配置など、各市町の地域移行に向けた取組を

支援します。また、生徒を指導するために必要な資質や部活動ガイドライン等につい

て学ぶ研修会を実施し、指導者を育成します。専門的な指導の充実と教職員の負担軽

減を図るため、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

る運動部活動指導員を増員します。高校の運動部において、専門的指導が受けられる

よう、技術指導を行う外部指導者（サポーター）の派遣や、デジタル技術を活用した

専門家のリモート指導を試行的に実施し、効率的で効果的な部活動を進めます。 

 

⑨運動部活動支援事業 

（第 10款 教育費  第７項 保健体育費 ２ 体育振興費） 

予算額：（R4） １９１，９８４千円 → (R5)  １７２，６５３千円 

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を負担するとともに、生徒や教職員

の全国・ブロック体育大会の参加に係る旅費を負担します。 

 

⑩（一部新）学校保健総合支援事業 

（第 10款 教育費  第７項 保健体育費 １ 保健体育総務費） 

    予算額：（R4） ６４５千円 → (R5)  ２，９０５千円 

    事業概要：現代的な子どもの健康課題である「心の健康（メンタルヘルス）」「歯と口の健康づ

くり」「性に関する指導」について、専門医等を学校に派遣して児童生徒や教職員へ

の指導・助言を行うことで、学校における健康教育の充実を図ります。学校保健の中

核を担う養護教諭について、資質能力向上のための支援や業務代替を行うため、新た

な国事業を活用して、経験豊富な人材を学校へ派遣します。 
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⑪がんの教育総合支援事業 

（第 10款 教育費  第７項 保健体育費 １ 保健体育総務費） 

   予算額：(R4)  ４３７千円 → (R5)  ４４１千円 

     事業概要：関係機関や有識者で構成される協議会において、学校におけるがん教育の内容や方向

性について協議するとともに、子どもたちが、がんについて正しく理解し、健康と命

の大切さについて主体的に考えることができるよう、がんに関する教育の意義や指導

内容・方法等に係る教職員研修会を実施します。 

 

⑫学校給食・食育推進事業 

（第 10款 教育費  第７項 保健体育費 １ 保健体育総務費） 

予算額：(R4) １，４３５千円 → (R5)  １，５５１千円 

事業概要：朝食メニューコンクール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

理解を深める取組を進めます。 
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施策１４－２  

 

 

 

【主担当部局：教育委員会】 

施策の目標 

（めざす姿） 

子どもたちが、変化が激しく予測困難なこれからの社会において、変化をしなやかに前向きに受け

止めて、失敗をおそれず挑戦する心や生涯をとおして学びに向かう姿勢、社会の一員としての自覚と

責任を持ち、他者との協働を大切にしながら、豊かな未来を創っていく力を身につけています。 

（課題の概要） 

超スマート社会や社会・経済のグローバル化などが進み、求められる資質・能力も変化する中、子

どもたちがそれぞれの未来を創造し、社会の担い手となる力を育む教育を進める必要があります。 

 

現状と課題 

①令和４年度から実施された高等学校学習指導要領に基づき、知識や技能の習得とともに、思考力・

判断力・表現力や主体的に学びに向かう力を育むため、探究的な学びなどを通して「主体的・対話

的で深い学び」が実践できる教育に取り組んでいます。グローバル化やデジタル化など社会状況の

変化が進む中、地域や地球規模の課題を自らの事として捉え、他者と協働しながら持続可能な社会

づくりにつなげていく力が求められており、創造的な資質・能力を育む教育に取り組む必要があり

ます。 

 

②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（Science（科学）、Technology（技術）、Engineering（工学）、Art（s）（リベラルアーツ・教

養）、Mathematics（数学））に取り組んでいます。引き続き、教科横断的な探究活動を通じた学習

を広めていく必要があります。 

 

③新型コロナウイルス感染症の影響の中でも、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、就職実現コーディネーターを配置し、早期からの求人確保等の就職支援に取り組んでいま

す。ミスマッチによる早期離職につながらないよう、生徒が入学後の早い段階から業種や職種、地

域の魅力ある企業の情報を得て、主体的に進路選択する力をつけられる取組を進めるとともに、地

域の企業の協力を得たキャリア教育に取り組む必要があります。 

 

 ④航海実習を行うための実習船「しろちどり」について、建造から 20 年以上が経過し老朽化が進ん

でいることから、新たな実習船の建造工事を着実に進めていく必要があります。 

 

⑤新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、高校において海外研修などの実施が困難な状況にあって

も、テレビ会議システムを利用して海外姉妹校等と相互に文化を紹介し合う取組や、英語でのディ

スカッションやディベートなどを実践するセミナー等を実施しています。今後も引き続き、生徒が

国際的な感覚と広い視野を身につけられるよう、取組を工夫しながら、将来、世界で活躍できる人

材の育成を一層推進していく必要があります。 

 

未来を創造し社会の担い手となる力の育成 
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⑥小中学校において英語による言語活動を行う授業が進むよう、指導方法や評価に係る教員対象の研

修会や、小中連携等の効果的な実践の研究に取り組んでいます。また、中学校においては、三重の

魅力を英語で発信する取組や、郷土について課題解決型学習の手法により学ぶ郷土教育を実施して

います。今後、県内の各地域の学校で、三重県に誇りと愛着を感じ、地域に貢献する意欲を持つ子

どもたちを育むことができるよう、一層の普及を図っていく必要があります。 

 

⑦成年年齢が 18 歳に引き下げられたことをふまえ、引き続き、発達段階に応じた主権者教育に取り

組むとともに、将来の自立した消費者としての役割や責任についての学習を進めています。今後も

主体的に社会を形成する力を育成する必要があります。 

 

令和５年度の取組方向 

①これからの時代を生きる子どもたちに、主体的に考え行動する力や、他者と協働して課題解決に取

り組む力を育みます。引き続き、データサイエンスやプレゼンテーションにかかる知識・技能等を

高めるとともに、課題研究や海外の生徒との交流等をとおして、これからの社会で必要とされる資

質・能力（コンピテンシー）を育む学びに取り組みます。 

 

②企業や大学の協力を得て、各学校において実施してきたＭａａＳや地域の第一次産業を題材にした

探究学習を通じて開発したＳＴＥＡＭプログラムを活用して、より発展した探究活動に取り組み、

これからの時代に求められる創造力や課題発見・解決能力等の資質・能力を育成します。 

 

③新型コロナウイルス感染症の影響に伴う、高校生の就職を取り巻く環境の変化に対応するため、就

職実現コーディネーターを県立高校に配置し、早期からの求人確保に加え、地域の魅力ある企業や

職種などの情報を学校に提供することで、就職を希望するすべての生徒の就職実現につなげます。

職業ポータルサイトに掲載する企業の仕事内容等の情報を充実させるとともに、キャリア学習支援

員を配置して、入学後早い段階からのキャリア教育を推進します。特別な支援や配慮が必要な高校

生一人ひとりの適性や希望に応じた就職実現と社会的自立に向けて、関係機関によるネットワーク

会議を県内各地で新たに設置するとともに、入学後の早期からソーシャルスキルトレーニングや職

場実習に取り組みます。 

 

④実習船「しろちどり」については、令和５年度末の竣工をめざして、新しい実習船の建造を進めま

す。生徒の安全性を確保するとともに、航海や船舶の機関に関する実習をとおして、最先端の航海

技術が習得できる設備を整備します。 

 

⑤子どもたちが将来、国際的な視野を持ち、さまざまな分野で活躍していけるよう、国事業等も活用

しながら、留学や海外研修を推進します。新型コロナウイルス感染症により海外への訪問が難しい

場合でも、Ｗｅｂ会議システムを活用した海外の学校との交流等により、子どもたちの異文化への

理解や、語学力・コミュニケーション能力等を高めます。 

 

⑥児童生徒が英語を使って表現したり、伝え合ったりする力を高めるため、教員の指導力向上を図る

研修会や、実践例の情報発信等を行います。また、民間団体や関係部局と連携して、中学生が郷土

三重の魅力を英語の「書くこと」や「話すこと」で発信するコンテストを実施します。県内の複数

市町で、課題解決型学習の手法を取り入れた郷土教育に取り組むとともに、実践校の研究発表会を

開催し、その成果を県内に普及します。 
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⑦成年年齢が 18歳に引き下げられたことをふまえ、公民科の新たな科目「公共」における法や政治、

経済等に関わる諸課題の学習や、家庭科における消費生活に係る学習など、主権者教育、消費者教

育、環境教育などを引き続き推進し、社会の一員としての自覚と責任を持ち、自ら考え判断し課題

の解決に向けて主体的に行動する力など、社会の形成者として必要な資質を育みます。 

 

KPI（重要業績評価指標） 

 
 令和３年度 ４年度 ５年度 ８年度 

項目 
（項目の説明） 

 目標値 目標値 目標値 
現状値 実績値 実績値 実績値 

目標を持って学習や活動に取り組ん

でいる子どもたちの割合 

（「目標の達成をめざして、学習や活

動ができていますか」という質問に

対して、肯定的な回答をした公立小

中学生および県立高校生の割合） 

 小学生 94.1% 

中学生 94.8% 

高校生 75.1% 

小学生 95.5% 

中学生 96.1% 

高校生 77.1% 

小学生 100% 

中学生 100% 

高校生 83.1% 

小学生 92.7% 

中学生 93.5% 

高校生 73.1% 

－ － － 

学校外の活動に自ら参加し、将来の

進路を考えることにつなげている高

校生の割合 

（地域・社会、企業、大学等が実施

する取組や活動、インターンシップ

等への参加を通じて、将来の進路に

ついて考えることにつなげている県

立高校生の割合） 

 高校生 65.0% 高校生 73.8% 高校生 100% 

－ － － － 

国際的視野や論理的・科学的思考力、

探究心を育む取組に参加した子ども

たちの人数 

（国際的視野を広げ、多様な価値観

を理解したり、論理的・科学的思考

力、探究心を育むために県が実施す

る取組に参加した子どもたちの人

数） 

 
中学生 850 人 

高校生 220人 

中学生 1,040 人 

高校生 240人 

中学生 1,600 人 

高校生 300人 

中学生 684人 

高校生 203人 
－ － － 

困難だと思うことでも、前向きに考

えて挑戦している高校生の割合 

（「困難だと思うことでも、前向きに

考えて挑戦していますか」という質

問に対して、肯定的な回答をした県

立高校生の割合） 

 
高校生 79.8% 高校生 80.8% 高校生 83.8% 

高校生 78.8% － － － 

地域や社会をよくするために、社会

の形成者として権利を行使し責任を

果たそうと考える高校生の割合 

（「社会の一員として権利を行使し、

義務と責任を果たそうと考えていま

すか」、「地域や社会をよくするため

に何をすべきかを考えることがあり

ますか」という質問に対して、肯定

的な回答をした県立高校生の割合） 

 
高校生 70.1% 高校生 72.5% 高校生 79.7% 

高校生 67.7% － － － 
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主な事業 

  ①（新）自律した学習者を育てる三重県モデル構築事業 

（第 10款 教育費 第１項 教育総務費 ４ 教育指導費） 

予算額：(R4)  ―  千円 → (R5) ７，０４８千円 

事業概要：各高校において、教科横断的なＳＴＥＡＭ学習や課題解決型学習、人文科学や社会科

学をテーマにした探究学習など、社会とのつながりを意識した学習に取り組み、学習

の前後で、創造力や表現力、協働する力など社会で求められる資質・能力や自己肯定

感、チャレンジする意欲などの変容を把握します。これらの教育活動を「三重県モデ

ル」として構築し、高校生が学ぶ意義を理解して、変化する社会の中で豊かに生きる

自律した学習者を育みます。 

 

②（一部新）未来へつなぐキャリア教育推進事業 

（第 10款 教育費 第１項 教育総務費 ４ 教育指導費） 

予算額：(R4) ２２，７２１千円 → (R5)  ３５，３９５千円  

  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、就職実現コーディネー

ターを引き続き配置し、地域企業の情報や仕事の魅力を生徒に伝えるとともに、就職

相談等の支援を行います。就労支援機関や経済団体、市町の福祉部門の協力を得て、

就労に関わる会議を県内５か所で設置し、他者との意見、考えのやりとり、関わり方

の面から支援が必要な生徒について、状況の共有や支援方策の協議を行います。また、

入学後の早い段階からの進路相談やソーシャルスキルトレーニング、職場実習などに

取り組みます。 

 

③高等学校学力向上推進事業 

（第 10款 教育費 第１項 教育総務費 ４ 教育指導費） 

予算額：(R4) ６５，５０１千円 → (R5)  ３３，０３６千円 

      （６５，５０１千円 →     ５７，０７１千円 ※２月補正含みベース） 

  事業概要：学習指導要領に即した教育内容が的確に実施されるよう、県立高校に対して指導・助

言等を行います。国事業を活用し、普通科において、教科横断的なカリキュラム編成

や外部機関との連携等による学際的な教育プログラムの実践研究を行うとともに、ス

ーパーサイエンスハイスクールにおいて先進的な理数系カリキュラムに基づく学習

に取り組みます。ＩＣＴ環境の効果的な活用を進めるための支援員を派遣するととも

に、ＩＣＴによる授業で必要となる著作権料を負担します。 

 

④世界へはばたく高校生育成支援事業 

（第 10款 教育費 第１項 教育総務費 ４ 教育指導費） 

予算額：(R4) ４，５６０千円 → (R5) ４，４７８千円 

事業概要：高校生の留学支援やオンライン海外交流を実施するとともに、高校生を対象にした「レ

ベル別英語ディベートセミナー」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。 
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⑤（一部新）地域とつなぐ職業教育充実支援事業 

（第 10款 教育費 第１項 教育総務費 ４ 教育指導費） 

予算額：(R4) ４，８６１千円 → (R5)  ４６，５１１千円 

  事業概要：工業高校や農業高校等において老朽化している実習設備について、新たな設備への整

備を行うとともに、生徒がより高度な専門的知識・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。ＧＡＰに基づく学習を通じ、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。 

 

⑥実習船建造事業 

（第 10款 教育費 第４項 高等学校費 ２ 高等学校管理費） 

  予算額：(R4)   －  千円 → (R5)  ４１，０００千円 

   （８４５，６６２千円 →  １，９５２，２１２千円 ※２月補正含みベース） 

事業概要：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、新たな実習船「しろちどり」を建造し

ます。 

 

⑦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 

（第 10款 教育費 第１項 教育総務費 ２ 事務局費） 

予算額：(R4) ３，７００千円 → (R5) ３，３３１千円 

  事業概要：生徒の多様なニー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

での交流や地域での探究活動など学びの充実に取り組みます。全日制課程においては、

遠隔授業のモデル構築を進めるとともに、看護や福祉などの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、地域を

学び場とした地域課題解決型学習を、学校や課程の枠を越えて実施します。 
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施策１４－３  

 

 

 

【主担当部局：教育委員会】 

施策の目標 

（めざす姿） 

インクルーシブ教育システムの理念をふまえ、特別な支援を必要とする子どもたちが、それぞれの

教育的ニーズに応じた学びの場において、安全に安心して早期からの一貫した指導・支援を受けるこ

とで、持てる力や可能性を伸ばし、将来の自立と社会参画のために必要な力を身につけています。ま

た、障がいの有無に関わらず、子どもたちが互いに交流することで、理解し、尊重しあいながら生き

ていく態度を身につけています。 

（課題の概要） 

特別な支援を必要とする子どもたちは引き続き増加が見込まれており、連続性のある学びの場と早

期からの一貫した指導・支援の充実が求められています。また、全ての教職員が特別支援教育に関す

る知識・技能を身につけるとともに、ＩＣＴや先端技術の活用によって、特別な支援を必要とする子

どもたちの自立と社会参画の機会を増やすことが求められています。 

 

現状と課題 

①特別な支援を必要とする子どもたちが、一人ひとりの特性や状況に応じ最も適切な場で学べるよう、

本人や保護者への丁寧な情報提供や相談などの就学支援を行っています。小中学校でのパーソナル

ファイルの活用や、中学校から高校への支援情報の引継ぎなど、それぞれの教育的ニーズを把握し、

切れ目のない支援を進めています。高校では、発達障がい支援員による巡回相談を実施し、生徒や

保護者との面談や教員への指導に関する助言等を行っています。小中学校と特別支援学校間での交

流及び共同学習では、対面による交流の他に、作品や手紙等の交換やオンラインを活用した交流を

行っています。引き続き、適切な指導・支援や校種間での確実な支援情報の引継ぎなど、早期から

の一貫した支援を進めるとともに、一部の市で試行的に取り組んでいる副次的な籍について、他の

地域にも広げられるよう理解啓発を図る必要があります。 

 

②高校における通級による指導について、伊勢まなび高校およびみえ夢学園高校では、コミュニケー

ションスキルを高めたり、自分の特性と業種のマッチングを図ったりするなど、自己理解を深める

とともに、社会に出てから必要とされるスキルの習得などの取組を進めています。他の高校にも発

達障がいなど特別な支援を必要とする生徒が在籍していることから、通級による指導を拡充してい

く必要があります。 

 

③指導医等からの指導・助言を受けて、安全で安心な医療的ケアを実施するとともに、教員と看護師

免許を有する職員を対象にしたスキルアップ研修会を実施しました。引き続き、安全に学校生活を

送るための支援を行うとともに、保護者の負担を軽減する必要があります。 

 

④特別支援学校にキャリア教育サポーターを配置し、生徒に適した業種・業務と必要な支援の方法を

企業に提案する形の職場開拓を行っています。今後、これまでは就労が難しかった業種や在宅での

就労に向けた支援に取り組む必要があります。 

 

特別支援教育の推進 
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⑤特別支援学校のセンター的機能として、子どもの特性に応じた指導・支援の方法や個別の指導計画

等の作成について、小学校・中学校・高校に対して助言などを行っています。今後も、教員の特別

支援教育に関する専門性の向上を図る必要があります。 

 

⑥特別支援学校における新型コロナウイルス感染症対策として、スクールバスを増便しています。今

後も、必要な感染症対策を講じ、子どもたちが安心して学校生活を送ることができる体制を整える

必要があります。 

 

⑦県立特別支援学校ボッチャ大会をオンラインで開催し、他校の生徒との競技を楽しむなど、障がい

者スポーツの普及・啓発に取り組んでいます。今後も、体育の授業や交流及び共同学習の機会等を

とおして、障がい者スポーツの普及に取り組む必要があります。 

 

⑧盲学校および聾学校について、城山特別支援学校の隣地への移転に向け、新たな校舎の建築に係る

設計を行うとともに、寄宿舎の建築工事を進めています。また、杉の子特別支援学校の知的障がい

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うととも

に、稲葉特別支援学校の狭隘化対策として、寄宿舎棟の改修を行っています。さらに、松阪あゆみ

特別支援学校の教室不足の解消を図るとともに、肢体不自由のある子どもたちの新たな就学先とす

るため、校舎増築に向けた土地取得を行っています。引き続き、特別支援学校の整備を計画的に進

める必要があります。 

 

令和５年度の取組方向 

①小中学校でのパーソナルファイルのさらなる活用を進めるとともに、特別な支援を必要とする生徒

が高校においても適切な指導・支援を受けることができるよう、支援情報の引継ぎや、発達障がい

支援員による巡回相談の取組を進めます。障がいの有無に関わらず、児童生徒が共に学ぶ場面とし

て、小中学校と特別支援学校間での交流及び共同学習を進めるとともに、副次的な籍については試

行的に取り組んでいる市の成果と課題をふまえたうえで、他の地域にも広げられるよう市町との協

議を進めます。 

 

②伊勢まなび高校およびみえ夢学園高校の通級による指導において、自己理解やコミュニケーション

能力向上を図るための指導の改善に向けた取組を進めるとともに、他の高校でも通級による指導に

取り組みます。 

 

③医療的ケアを必要とする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、担当する職

員の専門性向上を図る研修を実施するとともに、指導医や指導看護師の指導・助言を得て安全で安

心な医療的ケアを実施します。通学に係る保護者の負担軽減のため、通学支援の方策について検討

します。 

 

④特別支援学校高等部生徒の進路希望の実現と、地域生活への円滑な移行をめざして、各特別支援学

校のキャリア教育プログラムを活用して、計画的・組織的なキャリア教育を推進するとともに、職

場開拓を進めます。テレワーク支援員を配置し、ＩＣＴを活用した在宅就労など、新しい働き方や

技能に対応した就労先の開拓や就職支援を進めます。 
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⑤小学校、中学校、高校における教員の特別支援教育に関する専門性向上のため、各特別支援学校の

センター的機能による助言等を進めるとともに、小学校等の通級による指導担当教員等のニーズに

応じた研修会等を実施します。 

 

⑥新型コロナウイルス感染症対策として、特別支援学校の子どもたちが安全で安心して通学できるよ

う、スクールバスの増便に向けて取り組みます。 

 

⑦特別支援学校の児童生徒が、一人ひとりの発達段階や障がいの状況、体力に応じて卒業後もスポー

ツに親しむことができるよう、体育の授業における指導員の活用や交流及び共同活動での障がい者

スポーツの取組等を進めます。また、教員の指導力向上のため、特別支援学校の教員を対象とした

講習会を開催します。 

 

⑧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隘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、新たな校舎の建築に向けて木材調達や埋蔵文化財調査等を進めるとともに、寄宿舎につい

ては、年度内完了に向けて建築工事に取り組みます。また、松阪あゆみ特別支援学校について、校

舎増築のための基本設計を行います。 

 

KPI（重要業績評価指標） 

 
 令和３年度 ４年度 ５年度 ８年度 

項目 
（項目の説明） 

 目標値 目標値 目標値 
現状値 実績値 実績値 実績値 

特別支援学校高等部の一般企業就職

希望者の就職率 

（一般企業への就職を希望している

県立特別支援学校高等部の生徒の就

職率（就労継続支援Ａ型事業所を除

く）） 

 100% 100% 100% 

100% － － － 

特別支援学校における交流および共

同学習の実施件数 

（県立特別支援学校と小中学校、高

等学校等との交流および共同学習を

実施した回数） 

 600回 700回 1,000回 

524回 － － － 

通級指導教室による指導担当教職員

の専門性向上を図る年間を通じた研

修を受講した教職員の数（累計） 

（通級指導教室による指導を担当す

る教職員の専門性の向上を図るため

に、大学と連携して、年に１２回以

上の研修を受講した教職員の数） 

 30人 60人 150人 

０人 － － － 
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主な事業 

①早期からの一貫した教育支援体制整備事業 

（第 10款 教育費 第１項 教育総務費 ４ 教育指導費） 

予算額：(R4) １９，９１０千円 → (R5) ２１，２８０千円 

事業概要：特別な支援を必要とする子どもたちが、一人ひとりの教育的ニーズに基づき最も適切

な場で学べるよう、市町と連携して、本人や保護者への情報提供や就学相談など丁寧

な就学支援を進めます。パーソナルファイル等を活用した支援情報の引継ぎを行うな

ど、切れ目のない支援を進めます。高校において、発達障がいのある生徒への支援や

保護者への相談、教職員への指導・助言を行う発達障がい支援員を配置します。通級

による指導については、発達障がい支援に係る専門性向上のため教職員への研修を実

施するとともに、高校での通級による指導の実施校を拡大します。特別支援学校にお

いては、通訳・翻訳を行う外国人児童生徒支援員を配置します。 

 

②（一部新）特別支援学校メディカル・サポート事業 

（第 10款 教育費 第１項 教育総務費 ４ 教育指導費） 

予算額：(R4) ６，５１６千円 → (R5)  ２３，４７５千円 

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、

看護師免許を有する職員を中心に校内で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

ート体制の充実を図ります。通学に係る保護者の負担軽減のため、登校時に看護師

が福祉車両等に同乗し、痰吸引等の医療的ケアを行う取組を試行的に実施します。 

 

③（一部新）特別支援学校就労推進事業 

（第 10款 教育費 第１項 教育総務費 ４ 教育指導費） 

  予算額：(R4) ４，６９０千円 → (R5)  ６，３９８千円 

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。新たに就職支援を行

うテレワーク支援員を配置し、ＩＣＴを活用した在宅就労に向けて、実習先や就職

先の開拓を行います。 

 

④特別支援学校施設建築費 

（第 10款 教育費 第５項 特別支援学校費 １ 特別支援学校費） 

予算額：(R4) ９０４，４４３千円 → (R5)  １，１１２，２３２千円 

    （１，５１９，９６３千円 →     １，１８２，９３２千円 ※２月補正含みベース） 

事業概要：盲学校および聾学校について、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６年度から実施予定の校舎建築工事に向けて、建築に必要

な木材調達や建設予定地の埋蔵文化財調査等に取り組むとともに、３校の統合寄宿

舎については、令和５年度内の完成に向けて建築工事に取り組みます。松阪あゆみ

特別支援学校について、教室不足の解消を図るとともに、肢体不自由のある子ども

たちの新たな就学先とするため、校舎増築の基本設計を行います。 
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⑤特別支援学校学習環境等基盤整備事業 

（第 10款 教育費 第５項 特別支援学校費 １ 特別支援学校費） 

予算額：(R4) ２８，８６６千円 → (R5) ４８，２６７千円 

事業概要：盲学校、聾学校および城山特別支援学校の統合寄宿舎の整備に伴い、必要となる備品

や消耗品等、学習環境の基盤整備を進めます。 

 

⑥特別支援学校スクールバス等運行委託事業 

（第 10款 教育費 第５項 特別支援学校費 １ 特別支援学校費） 

予算額：(R4) ５０１，２７５千円 → (R5)  ４９２，２３２千円 

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、スクールバス

を運行するとともに、登校時における「三つの密」を避け、安全で安心に通学できる

よう、引き続きスクールバスを増便して運行します。 
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施策１４－４  

 

 

 

【主担当部局：教育委員会】 

施策の目標 

（めざす姿） 

子どもたちはいじめ防止に向けて主体的に行動しています。各学校で、教職員による見守りや定期

的な面談に加え、専門人材も活用して教育相談を丁寧に進めるとともに、子どもたちの兆候や相談を

受け止めていじめを迅速に認知し、いじめの内容に応じた適切な対応を進めることで、子どもたちが

安心を感じています。 

（課題の概要） 

子どもたちが安心して過ごせるよう、学校における道徳教育や人権教育、家庭や地域と協力した取

組、「三重県いじめ防止条例」に基づく社会総がかりの取組を一層進めていく必要があります。また、

学校では子どもたちが相談しやすい環境づくりを進めるとともに、いじめの認知や対応を迅速かつ適

切に行っていく必要があります。 

 

現状と課題 

①「三重県いじめ防止条例」に基づき、いじめ防止応援サポーターの登録を進めるとともに、各サポ

ーターがいじめ防止の啓発など主体的な取組を行いました。また、いじめ防止強化月間に、児童生

徒がいじめについて考え話し合う活動やピンクシャツ運動などの取組を行いました。今後も、いじ

めの防止に向けて社会総がかりで取組を進めていくとともに、「いじめをしない、させない心」や

社会性を育む教育活動に取り組む必要があります。 

 

②いじめ把握の児童生徒アンケートの実施や、いじめ防止対策推進法の定義に基づく正確な認知の推

進、教職員間の情報共有、専門人材の活用、電話相談やＳＮＳを活用した相談など、いじめの早期

発見・早期対応に向けた取組を進めてきました。一方で、県立学校での重大事態について、三重県

いじめ対策審議会から、いじめ被害の訴えがあった際の調査の進め方や重大事態と認定すべき時期

等に係る答申を受けました。また、いじめ防止対策ワーキンググループにおいて、いじめを発見ま

たは情報を得た際の対応や、組織的な対応の強化、相談しやすい環境づくり等の具体的な対応方策

を取りまとめました。今後、いじめの正確な認知を一層進め、早期発見や早期対応を進めていく必

要があります。 

 

③いじめや暴力行為等の問題行動への対応、不登校への支援のため、心理や福祉の専門人材であるス

クールカウンセラー（ＳＣ）やスクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）の配置時間数を増やすとと

もに、日常的な相談に対応する教育相談員を配置しています。児童虐待については、「児童虐待気

づきリスト」を県立学校の生徒指導担当者に周知するとともに研修を行っています。今後も、子ど

もたちを取り巻くさまざまな課題に対して、ＳＣ、ＳＳＷを効果的に活用し、専門機関や医療とも

連携して適切に対応する必要があります。 

 

 

 

いじめや暴力のない学びの場づくり 
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④インターネット上で人権侵害につながるおそれのある書き込みを検索するネットパトロールを、平

日の毎日実施しています。また、ＳＮＳなどでの人権侵害につながるおそれのある書き込み内容を

投稿できるアプリ「ネットみえ～る」を引き続き運用し、書き込みや投稿に対しては学校や市町と

連携して対応しています。インターネット上でのいじめは年々増加していることから、今後も引き

続き、ネット上での誹謗中傷や人権侵害から児童生徒を守る取組を進めるとともに、ネット上での

いじめの防止に取り組む必要があります。 

 

令和５年度の取組方向 

①「考え 議論する道徳」について、いじめ防止につながる研修会や、道徳教育アドバイザーの指導・

助言により授業改善を図るとともに、「いじめをしない、させない心」や社会性を育むための指導

者用補助資料の作成や年間指導モデルを構築して、よりよく生きるための基盤となる道徳性を育み

ます。社会では法律やルールに基づいて行動する必要があることなどを学ぶ、専門家によるいじめ

予防授業を実施します。いじめ防止応援サポーターや児童生徒の主体的な活動を促進し、社会総が

かりでいじめをなくす取組を進めます。 

 

②三重県いじめ対策審議会の答申をふまえ、いじめ防止対策推進法や国のガイドラインに即して、い

じめ被害の相談や重大事態への適切な対応を改めて徹底するとともに、いじめ防止対策ワーキング

グループで取りまとめた対応方策を確実に実施していきます。迅速な認知と確実な対応を図るため、

いじめに関する情報をデジタル化し、関係者がリアルタイムで共有できるようにするとともに、複

雑ないじめ事案や認知へ至っていない事案に係る対応の検証や、効果的な対応策などの助言を行う

人材を県立学校に派遣します。また、各学校の生徒指導担当者など、いじめ問題を担当する教員を

対象に、いじめのとらえ方や認知した時の初期対応、児童生徒や保護者対応の留意点を学び、参加

教員がケースワークで話し合う研修を新たに実施します。 

 

③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、ＳＣの各学校への配置時間を拡充するとともに、教育支援センターにも引き続き配置しま

す。ＳＳＷの配置時間も拡充し、各学校からの要請に応じた派遣、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。 

 

④ネット上での誹謗中傷や人権侵害、いじめから子どもたちを守るため、引き続き、ネットパトロー

ルや「ネットみえ～る」を実施するとともに、いじめ電話相談や多言語でも相談できる「子どもＳ

ＮＳ相談みえ」を実施します。また、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。 
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KPI（重要業績評価指標） 

 
 令和３年度 ４年度 ５年度 ８年度 

項目 
（項目の説明） 

 目標値 目標値 目標値 
現状値 実績値 実績値 実績値 

いじめをなくそうと行動する子ども

たちの割合 

（「いじめについて見聞きしたとき、

いじめをなくそうと自分にできるこ

とを考え行動していますか」という

質問に対して、肯定的な回答をした

公立小中学生の割合） 

 
小学生 60% 

中学生 60% 

小学生 70% 

中学生 70% 
100% 

－ － － － 

学校生活に安心を感じている子ども

たちの割合 

（「学校で、いじめや暴力の心配がな

く、安心して学習することができま

すか」という質問に対して、肯定的

な回答をした公立小中学生および県

立高校生の割合） 

 小学生 96.8% 

中学生 98.0% 

高校生 94.0% 

小学生 97.6% 

中学生 98.5% 

高校生 95.5% 

小学生 100% 

中学生 100% 

高校生 100% 

小学生 95.9% 

中学生 97.5% 

高校生 92.4% 

－ － － 

いじめの認知件数に対して解消した

ものの割合 

（当該年度中に発生したいじめの認

知件数のうち、国の「いじめの防止

等のための基本的な方針」で示され

た解消要件を満たすものの割合） 

 100% 100% 100% 

94.9% 

（２年度） 
－ － － 

 

主な事業 

①（一部新）道徳教育総合支援事業（再掲） 

（第 10款 教育費 第１項 教育総務費 ４ 教育指導費） 

予算額：(R4) ３，３２３千円 → (R5)  ４，７１６千円 

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

育推進会議や公開授業を通して、その成果を普及します。いじめ防止の観点から指導

の要点や授業実践例をまとめた指導者用の補助資料を作成して、小中学校の道徳教育

推進教師への研修を行うとともに、校長にカリキュラムマネジメントに係る研修を実

施します。モデル校となる小中学校にアドバイザーを派遣して、いじめ防止について

の系統的な道徳の年間指導モデルを構築します。また、中学生が郷土の課題について

解決策を考え提案する課題解決型の手法で学ぶ取組を行います。 
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②（一部新）いじめ対策推進事業 

（第 10款 教育費  第１項 教育総務費 ４ 教育指導費） 

予算額：（R4)  １４，０９０千円 → (R5)  ２８，６６４千円 

事業概要：小学校高学年の児童が、社会性や規範意識を高め、ネットによるいじめ防止や情報モ

ラルについて学ぶため、弁護士によるいじめ予防授業を拡充して実施します。各学校

の生徒指導担当者などのいじめ問題を担当する教職員が、いじめのとらえ方や認知し

た時の初期対応、児童生徒や保護者対応の留意点を学び、ケースワークで話し合う実

践的な研修を新たに実施します。いじめの迅速な認知と確実な対応を図るため、学校

で認知したいじめの内容や児童生徒の状況、対応状況等の情報をデジタル化し、学校

や市町、県がリアルタイムに共有できるシステムを構築します。県立学校を巡回して、

複雑ないじめ事案や認知へ至っていない事案への対応に係る検証や、効果的な対応策

などの助言を行ういじめ対策アドバイザーを新たに派遣します。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。 

 

③スクールカウンセラー等活用事業 

（第 10款 教育費 第１項 教育総務費 ４ 教育指導費） 

予算額：（R4） ３９０，７８３千円 → (R5)  ４３５，３６５千円 

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、スクールカウンセラーの各学校への配置時間を拡充す

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。スクールソ

ーシャルワーカーの配置時間も拡充し、各学校および教育支援センターからの要請に

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。また、スクー

ルカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の専門家とも連携して、児童生徒の

日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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施策１４－５  

 

 

 

【主担当部局：教育委員会】 

施策の目標 

（めざす姿） 

複雑化・多様化する教育的ニーズに対応し、不登校児童生徒や外国につながる児童生徒など、一人

ひとりの状況に応じた支援が適切に実施され、誰もが安心して学べる環境が整い、将来の社会的自立

に向けた力が育まれています。また、通学時の安全を確保する取組等が進むとともに、非常時にあっ

ても、安全・安心を確保しながら学びを継続していくことのできる体制が整っています。 

（課題の概要） 

不登校の要因や背景は複雑化・多様化し、人数も増加傾向にあるとともに、外国人児童生徒につい

ても今後も増加し、居住地域の広がりも見込まれ、社会的自立につながる支援が重要になっています。

また、通学時における子どもたちの安全確保や、非常時における学びの継続が求められています。 

 

現状と課題 

①不登校児童生徒が年々増加し、不登校の要因や背景が複雑化・多様化していることから、心理や福

祉の専門人材について学校への配置時間を拡充するとともに、市町の教育支援センターへの配置も

拡充して専門的見地からの支援・相談や、訪問型支援を進めています。高校段階で不登校等の状況

にある子どもたちに、学習支援や自立支援ができるよう、県立の教育支援センターの設置に向けた

実証事業に取り組んでいます。また、公立学校における支援事例をデータベース化するとともに、

「レジリエンス教育」や、潜在的に支援を要する児童生徒への早期の対応、オンラインの居場所づ

くりなどの取組を進めています。今後、小中学校の不登校児童生徒や、高校段階で不登校等の状況

にある子どもたちへの支援をさらに充実する必要があります。 

 

②市町が実施する外国人児童生徒教育への財政的支援を行うとともに、日本語指導や適応指導等を行

う相談員の配置や、オンラインを活用した日本語教育の実施など、外国人児童生徒への支援に取り

組んでいます。本県では日本語指導が必要な外国人児童生徒の在籍率が高いことから、就学促進や

日本語指導、進学・就職支援を進めていく必要があります。 

 

③外国人住民を含め、さまざまな事情により中学校で十分な教育を受けられなかった方への教育機会

確保の検討を進めるため、夜間中学への入学希望調査を行うとともに、夜間学級体験教室「まなみ

え」を実施しています。これまでに実施したニーズ調査や入学希望調査、「まなみえ」での取組の

結果から、県において夜間中学を設置・運営することとし、夜間中学開校に向けて必要な準備を着

実に進めるとともに、開校までの間も学び直しの機会を確保する必要があります。 

 

④千葉県八街市で下校中の児童が死傷した交通事故を受けて、各市町で策定する通学路交通安全プロ

グラムに基づく対応必要箇所の取組状況を確認し、関係部局と共有するとともに、学校安全アドバ

イザーによる登下校の安全対策に係る助言、交通安全担当教員やスクールガードへの講習を行って

います。今後、市町に対して、対策の進まない危険箇所について状況の聞き取りや、具体的な安全

対策が進むよう働きかけを行うとともに、学校安全ボランティアであるスクールガードによる見守

りの強化や安全教育を進めていきます。 

誰もが安心して学べる教育の推進 
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⑤新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、消毒液等の保健衛生物品の配備や通学時のスクール

バスの増便などに取り組んでいます。新型コロナウイルス感染症の影響下にあっても学びが継続で

きるよう、引き続き感染症対策に取り組んでいく必要があります。 

 

令和５年度の取組方向 

①不登校児童生徒数がこれまでで最も多くなり、要因や背景が複雑化・多様化していることから、教

育機会確保法の理念もふまえ、不登校等の状況にある子どもたちへの支援をさらに充実していきま

す。不登校児童生徒への支援を総合的に進める体制を整備し、各学校での支援、学校以外の多様な

活動や交流の場の提供、保護者も含めた相談の充実、福祉等の関係機関や民間団体との連携などに

取り組みます。その一つとして、新たに県立の教育支援センターを設置して、高校段階の不登校生

徒や高校中途退学者を対象とした多様な活動や交流の場の提供、学習支援や自立支援に取り組みま

す。また、不登校児童生徒の要因や背景、期間等に応じた効果的な支援策を検討する協議会を設置

するとともに、仲間づくりや居場所づくりなど魅力ある学校づくりに取り組みます。 

 

②外国人児童生徒への初期の日本語指導や学校生活への適応指導など、市町が実施する取組に対して

支援を行います。巡回相談員を派遣して、日本語指導・適応指導や保護者への支援を行います。外

国人散在地域の小中学校でも適切に日本語指導を受けられるよう、オンラインを活用した日本語指

導を実施するとともに、集住地域の初期日本語教室と散在地域の小中学校とをオンラインでつなぐ

仕組みを構築します。高校においては、専門員等による学習支援を行うとともに、入学の早い段階

から日常生活で必要となる日本語の習得や日本の社会制度・文化を学ぶセミナー、教職員が日本語

指導について専門的に学ぶ研修会を開催します。進路未定のまま県立高校を中途退学した方には、

現状を確認するためのアンケートと支援内容に係る情報提供を行うなど、必要な支援を行います。 

 

③令和７年度の県立の夜間中学の開校に向けて、多様なニーズに対応できる教育内容等について検討

するため、先行事例の調査研究を行うとともに、令和６年度における施設設備の整備や生徒募集に

向けて必要な取組を進めます。また、夜間学級体験教室「まなみえ」を継続して実施します。 

 

④令和３年度に実施した通学路の一斉点検の結果をふまえ、通学路における対策必要箇所への安全対

策が進むよう関係部局に働きかけるとともに、市町には安全教育の推進や見守り活動の強化等につ

いて働きかけます。また、学校安全ボランティアであるスクールガードの養成や、見守り活動の中

心となるスクールガード・リーダーの育成に取り組みます。さらに、県内の公立学校の教員を対象

に校種別の講習会を行い、交通安全および防犯教育担当者の指導力向上に取り組みます。 

 

⑤児童生徒が安心して学校で学習できるよう、消毒液等の保健衛生物品の配備や、感染症拡大防止の

ための業務等を行うスクール・サポート・スタッフを引き続き配置します。 
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KPI（重要業績評価指標） 

 
 令和３年度 ４年度 ５年度 ８年度 

項目 
（項目の説明） 

 目標値 目標値 目標値 
現状値 実績値 実績値 実績値 

不登校児童生徒が、学校内外の機関

等に相談等をした割合 

（公立小中学校および県立高等学校

の不登校児童生徒のうち、校内のス

クールカウンセラーや、校外の教育

支援センター等に相談等をした児童

生徒の割合） 

 小学生 78.3% 

中学生 71.6% 

高校生 62.1% 

小学生 81.0% 

中学生 75.8% 

高校生 64.2% 

小学生 89.1% 

中学生 88.6% 

高校生 70.5% 

小学生 72.9% 

中学生 63.2% 

高校生 58.0% 

（２年度） 

－ － － 

日本語指導が必要な児童生徒に対し

て、個々の日本語習得レベルに応じ

た教育を計画的に行っている学校の

割合 

（日本語を用いた授業を受けられる

ようになることをめざし、子どもの

日本語習得の状況に応じた教育を計

画的に行っている公立小中高等学校

の割合） 

 小学校 80% 

中学校 80% 

高等学校  60% 

小学校 90% 

中学校 90% 

高等学校 70% 

小学校 100% 

中学校 100% 

高等学校 100% 

小学校 78.8% 

中学校 74.6% 

高等学校 52.6% 

－ － － 

通学路の安全対策が実施された箇所

の割合 

（「通学路交通安全プログラム」に基

づく通学路安全点検により把握し

た、学校および教育委員会が安全対

策を行うべき箇所のうち、対策済み

の箇所の割合） 

 97.5% 100% 100% 

95.1% － － － 

 

主な事業 

①（一部新）不登校対策事業 

（第 10款 教育費 第１項 教育総務費 ４ 教育指導費） 

  予算額：（R4） ４４，９８７千円 → （R5） ５３，９４７千円 

事業概要：要因や背景が多様化・複雑化し、年々増加している不登校児童生徒について、より効

果的で一人ひとりに応じた支援を行うため、県に不登校総合支援センターを設置し、

各学校への支援、多様な活動やオンラインを含めた交流の場の提供、保護者も含めた

相談の充実、福祉等の関係機関やフリースクール等の民間団体との連携などに取り組

みます。新たな取組の一つとして、高校段階の不登校生徒や高校中途退学者への多様

な活動や交流の場の提供、学習支援や自立支援、カウンセリングなどを行う県立教育

支援センターを設置します。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

ールソー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

イザーの助言を得ながら訪問型支援に取り組みます。引き続き、ストレスや不安への

受容力を高めるレジリエンス教育や、スクリーニングの手法を活用して、潜在的に支

援を要する児童生徒への早期の対応に取り組みます。不登校児童生徒の要因や背景、

時期、期間等に応じた効果的な支援策を検討する協議会を設置します。 
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②（一部新）多文化共生社会のための外国人児童生徒教育推進事業 

（第 10款 教育費 第１項 教育総務費 ４ 教育指導費） 

予算額：(R4)  ３４，０８２千円 → （R5）  ３９，２８４千円 

事業概要：市町における外国人児童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を増員するとともに、

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。令和７年度の夜間中学の開校に向けて、先行事例の調査研

究を行い、多様なニーズに対応できる学習内容や学び方について検討を進めるととも

に、生徒募集のために必要な広報活動に取り組みます。また、令和６年度における施

設設備の整備に向けた設計業務を実施します。夜間学級体験教室「まなみえ」は、夜

間中学の開校を見据え、受講生の習熟度に応じた授業を実施します。 

 

③社会的自立をめざす外国人生徒支援事業 

（第 10款 教育費 第１項 教育総務費 ４ 教育指導費） 

予算額：(R4) １６，１５２千円 → （R5） １３，２１２千円 

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。 

 

④学校安全推進事業 

（第 10款 教育費 第７項 保健体育費 １ 保健体育総務費） 

   予算額：（R4） ２，９１０千円 → （R5） ２，８２６千円 

事業概要：令和３年度の通学路の一斉点検および令和４年度の各市町の通学路交通安全プログラ

ムに基づく合同点検の結果をふまえ、対策必要箇所の安全対策について、関係部局と

取り組むとともに、安全教育の推進や見守り活動の強化等を市町に働きかけます。学

校における安全推進体制を構築するため、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、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。 
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施策１４－６  

 

 

 

【主担当部局：教育委員会】 

施策の目標 

（めざす姿） 

学校と家庭・地域が目標や課題を共有し、協働して、教育活動が進められ、子どもたちの学びと育

ちを地域全体で支える体制が整っており、学校の活性化も進んでいます。また、教職員については、

社会の変化に対応した専門性と、主体的に学ぶ子どもたちの力を引き出す指導力が向上するとともに、

学校における働き方改革が進んでいます。 

（課題の概要） 

子どもたちの豊かな学びを実現していくため、地域と協働した学習や学校の活性化、教職員の資質

向上と働き方改革の推進、ＩＣＴの活用、学校施設の整備など、教育環境を整える必要があります。 

 

現状と課題 

①学校運営協議会の円滑な導入や地域の特色や資源を生かした運営について、各市町に周知を図ると

ともに、地域の方々の参画により子どもたちの学習支援に取り組む市町に支援を行っています。今

後、コミュニティ・スクールおよび地域学校協働活動を推進し、学校と地域が一体となった教育活

動を進める必要があります。 

 

②新たな県立高等学校活性化計画に基づき、県立高校の活性化に取り組むとともに、これからの時代

に求められる高校での学びと学校のあり方について検討しており、今後も引き続き検討を進めてい

く必要があります。 

 

③「令和４年度三重県教員研修計画」に基づき、教育的愛情や倫理観、コンプライアンス等の教職に

必要な素養や児童生徒理解、授業力向上、人権教育、特別支援教育等に資する研修を実施するとと

もに、ＩＣＴ活用指導力や不登校児童生徒への適切な支援など、今日的教育課題への対応力を高め

るための研修を実施しています。教職員が児童生徒の主体的な学びを支える伴走者としての役割を

担えるよう、時代の変化に対応した専門性を身につけるとともに、児童生徒の力を引き出す指導力

の向上を図る必要があります。 

 

④ＩＣＴを活用した学習が進むよう、県立高校においては、教科別にＩＣＴ活用指導計画を策定し学

習端末を活用した授業改善を進めるとともに、小中学校については、アドバイザーの派遣や、各市

町の活用状況についての情報共有等を行い、学校や家庭での学習端末の活用を進めています。今後

も引き続き、ＩＣＴを効果的に活用した授業が実践されるよう、教員の指導力の向上に向けた支援

を行う必要があります。 

 

⑤令和２年３月に策定した「三重県立学校施設長寿命化計画」に基づき、学校施設の老朽化対策を計

画的に進めるとともに、トイレの洋式化にも取り組んでいます。県立学校においては、建築から長

期間経過している校舎が多いことから、今後も、計画的に老朽化対策を進める必要があります。 

 

 

学びを支える教育環境の整備 
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⑥私立学校において個性豊かで多様な教育が充実されるよう、私立学校に対し経常的経費の助成を行

っています。引き続き、私立学校の教育環境の維持のため、経常的経費に対する助成を行う必要が

あります。 

 

令和５年度の取組方向 

 

①コミュニティ・スクールと地域学校協働本部の導入を進めるため、地域とともにある学校づくりサ

ポーターによる国の動向や好事例の周知、各市町の取組や課題を協議する推進会議を開催するとと

もに、地域と学校をつなぐ役割を果たす地域学校協働活動推進員の配置を促進します。引き続き、

経済的な理由や家庭の事情により、家庭での学習が困難であったり、学習習慣が十分に身について

いなかったりする子どもの学習支援に取り組む市町への支援を行います。 

 

②高等学校のさらなる活性化に取り組むとともに、新たに３地域を加えた６地域で地域別活性化協議

会を開催し、各地域の状況や学校の果たす役割、学校の特色等に配慮しながら、地域における県立

学校の学びと配置のあり方について検討を進めていきます。 

 

③教育的愛情や倫理観、コンプライアンス等の教職に必要な素養や児童生徒理解、授業力等に資する

研修を経験や職種に応じて実施し、指導力の向上に取り組むとともに、主体的・対話的で深い学び

の授業改善につながる研修、言語活動を中心とした授業づくりのための英語指導力向上の研修や、

１人１台学習端末等を活用したより効果的な授業実践に資する研修を実施し、今日的教育課題に対

応できる専門性の向上に取り組みます。教職員のいじめへの対応力向上を図るため、法定・悉皆研

修または希望者への専門研修において、いじめの構造やいじめを生まない学級づくり、組織的対応

などについて学ぶ研修を新たに実施します。 

 

④県立高校において、１人１台学習端末を活用して一人ひとりに応じた学びや協働的な学びを進めま

す。授業においては、紙教材では理解が難しい内容について動画を用いて理解を深める学習や、双

方向による学習、探究型学習での実験や分析などに取り組むとともに、家庭においてはオンデマン

ド教材による学習や宿題のやり取りなど、学校と家庭で切れ目ない学習を進めます。また、市町に

アドバイザーを派遣し、小中学校における情報セキュリティや授業での効果的な活用に関する助言

を行います。さらに、教員や児童生徒のアカウントの管理に関するサポートや、教員等の資質向上

を目的とした実践交流会の開催などに取り組みます。 

 

⑤子どもたちが安全、快適に学べる環境を整備するため、「三重県立学校施設長寿命化計画」に基づ

き、県立学校の老朽化対策を計画的に進めるとともに、トイレの洋式化やバリアフリー化、校舎の

ＬＥＤ化など、施設・設備の機能の向上に取り組みます。 

 

 

⑥公教育の一翼を担う私立学校の教育環境の維持が図られ、個性豊かで多様な教育が一層拡充される

よう、学校運営に係る経費等の助成を行います。また、私立高等学校における若者の県内定着につ

ながる取組等に対して支援します。 

 

 

教育委員会 
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KPI（重要業績評価指標） 

 
 令和３年度 ４年度 ５年度 ８年度 

項目 
（項目の説明） 

 目標値 目標値 目標値 
現状値 実績値 実績値 実績値 

地域と連携した教育活動に取り組ん

でいる小中学校の割合 

（地域住民等の参画による学習支援

に取り組んでいる公立小中学校の割

合） 

 小学校 80.0% 

中学校 70.0% 

小学校 85.0% 

中学校 77.5% 

小学校 100% 

中学校 100% 

小学校 71.6% 

中学校 56.4% 
－ － － 

研修とその後の教育実践により自ら

の資質・能力の向上が図られたとす

る教職員の割合 

（「研修とその後の教育実践により

自らのライフステージに応じた資

質・能力を高めることができました

か」の質問に対して、「できた」と回

答した教職員の割合） 

 52.0% 54.0% 60.0% 

49.2% － － － 

リーダーシップを発揮して、課題の

改善に向け学校マネジメントの取組

をより効果的に進めている学校の割

合 

（「組織マネジメント研修の成果を

反映させ、課題の改善に向け組織的

に取り組むことができましたか」の

質問に対して、最も肯定的な選択肢

である「よく取り組んでいる」と回

答した公立小中学校および県立学校

の割合） 

 小学校 53.0% 

中学校 55.0% 

県立学校 48.0% 

小学校 54.0% 

中学校 56.0% 

県立学校 49.0% 

小学校 57.0% 

中学校 59.0% 

県立学校 52.0% 

小学校 51.8% 

中学校 53.6% 

県立学校 47.0% 

（２年度） 

－ － － 

１人あたりの年間平均時間外労働時

間が減った学校の割合 

（学校における働き方改革の取組に

より、１人あたりの時間外労働の年

間平均時間が前年度より削減された

公立小中学校および県立学校の割

合） 

 59% 61% 67% 

－ － － － 

１人１台端末を効果的に活用して指

導できる教職員の割合 

（児童生徒がＩＣＴを活用して、互

いの考えを交換し共有して話し合い

などができるように指導する能力に

関する問いに対して、肯定的に回答

した教職員の割合） 

 82.4% 86.8% 100% 

77.9% － － － 

新たな時代の要請に応えた私立学校

における特色ある教育・学校運営の

取組数 

（持続可能な学校運営の実現等に向

け、私立中学校・高等学校が実施す

る特色ある教育・学校運営の取組数） 

 95件 100件 115件 

90件 － － － 
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主な事業 

 

①（一部新）地域と学校の連携・協働体制構築事業 

（第 10款 教育費 第１項 教育総務費 ４ 教育指導費） 

予算額：(R4) ５，１０２千円  → (R5)  １８，６８０千円 

事業概要：地域とともにある学校づくりを進めるため、地域学校協働活動推進員の配置促進や、

各市町のコミュニティ・スクールの拡充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。中学校

における休日の文化部活動の地域移行について、国事業を活用して、学校と受け皿と

の調整を行うコーディネーターの配置、運営団体における指導者の配置など、各市町

の地域移行に向けた取組を支援します。 

 

②教育改革推進事業 

（第 10款 教育費 第１項 教育総務費 ２ 事務局費） 

予算額：(R4) ３，８２６千円 → (R5)  １０，９８２千円 

事業概要：本県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、新たな「三重県教育ビジョン（仮称）」を策定し

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、今後の学びと配

置のあり方について協議を行います。 

 

③（一部新）教職員研修事業 

（第 10款 教育費  第１項 教育総務費 ５ 総合教育センター費） 

   予算額：(R4) ３８，０５８千円 → (R5) ４６，５８１千円 

事業概要：児童生徒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、「令和５年

度三重県教員研修計画」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、さまざまな教育課題に対応できる専門的指導力を育成する研修

を実施します。初任者や中堅の教職員、新任教頭を対象とした法定・悉皆研修におい

て、いじめの定義の確実な理解やいじめ解消に向けた組織的対応等、いじめへの対応

力向上に向けた研修を新たに実施するとともに、専門研修において、いじめを生まな

い学級づくりやいじめへの対応について学ぶ研修を実施します。 

 

④教育課程等研究支援事業 

（第 10款 教育費  第１項 教育総務費 ４ 教育指導費） 

   予算額：(R4) ４，４１１千円 → (R5) ９，６４４千円 

事業概要：学習指導要領に即した授業改善や学習評価がなされるよう、小中学校の教職員等への

研修等を行います。専門的な指導の充実と教職員の負担軽減を図るため、中学校にお

いて、顧問として単独で専門的な指導や引率を行える文化部活動指導員を増員します。

中学生が郷土三重の魅力を英語で発信するコンテストを実施します。 
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⑤（一部新）教育相談事業 

（第 10款 教育費  第１項 教育総務費 ５ 総合教育センター費） 

予算額：(R4) ６１，２７３千円 → (R5)  ６４，２２８千円 

事業概要：臨床心理相談専門員を配置して、子ども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。不登校支援に係る研修を引き

続き実施するとともに、いじめ相談への対応について学ぶ教職員研修を実施します。

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」を引き続き実施し

ます。 

 

⑥学校における働き方改革推進事業 

（第 10款 教育費  第１項 教育総務費 ３ 教職員人事費） 

予算額：(R4) ３１７，３７３千円 → (R5)  ３２９，７８８千円 

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、学習教材の準備など教職員の支援を行うスクール・サポート・スタ

ッフを、引き続きすべての公立学校に配置します。 

 

⑦（一部新）学校情報ネットワーク事業 

（第 10款 教育費  第４項 高校教育費 ２ 高等学校管理費） 

予算額：(R4) ４２４，６０４千円 → (R5) ３２２，６４８千円 

 事業概要：学校情報ネットワークを安全に利用できるよう、教職員用の１人１台パソコンの更新

やネットワーク保守など情報基盤の適切な維持管理を行います。県立学校における業

務の効率化とセキュリティ強化のため、業務環境のクラウド化を進めます。県立高校

において、生徒の定期テスト等の答案をデジタル化して、自動採点や点数計算を行う

とともに、テスト結果の蓄積・集計、解答傾向の分析等ができるシステムを導入し、

採点業務の効率化や、生徒の理解度に応じた指導につなげます。 

 

⑧情報教育充実支援事業 

（第 10款 教育費 第４項 高等学校費 ２ 高等学校管理費） 

予算額：(R4) ２５３，３５１千円 → (R5) ２６４，７４３千円 

事業概要：県立学校において、教科「情報」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。 

 

⑨校舎その他建築費 

（第 10款 教育費 第４項 高等学校費 ３ 学校建設費） 

予算額：(R4) ２，８１６，２８７千円 → (R5) ２，５６８，０１７千円 

事業概要：県立高校について、老朽化が進む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、計画的な老朽化対策に取り組むとともに、トイレの洋式化や校舎

照明のＬＥＤ化など設備面での機能の向上に取り組みます。 
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⑩私立高等学校等振興補助金 

（第 10款 教育費 第８項 私学振興費 １ 私学振興費） 

予算額：(R4) ５，０５５，３１２千円 → (R5) ５，１６６，１７５千円 

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。 
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施策１５―１  

 

 

 

【主担当部局：子ども・福祉部】 

施策の目標 

（めざす姿） 

生まれ育った環境に関わらず、子どもが権利の主体として尊重され、豊かに育つことができるよう、

企業や団体等のさまざまな主体による支援の拡大や、子どもの居場所の確保が進んでいます。また、

ひとり親家庭や経済的に困窮している子育て家庭、ヤングケアラー、発達に課題を抱える子どもなど、

支援を必要とする子どもやその保護者を適切な支援につなげるため、地域における支援体制の構築が

進んでいます。 

（課題の概要） 

少子化の進展や核家族化、地域社会でのつながりの希薄化などにより、年代の異なる子どもの交流

や地域の大人と関わる機会など、子どもの豊かな育ちに重要となる多様な体験機会が減少しています。 

また、保護者の経済的困難により子どもの学習機会や体験機会等が確保されず、夢や希望を諦めて

しまうことに加え、貧困が連鎖してしまう状況となっています。さらに、子どもを取り巻く環境が変

化する中、新たに顕在化する、いわゆるヤングケアラーのような支援を必要とする子どもへの対応が

求められます。 

 

現状と課題 

①全ての子どもの豊かな育ちのためには、地域の実情等に応じたきめ細かな子ども・子育て支援が重

要となるため、市町の取組を支援することで、子ども・子育て支援をさらに充実させていく必要が

あります。 

 

②地域社会のつながりの希薄化や新型コロナウイルス感染症による行動制限等により、子どもと地域

の大人との関わりや体験機会などが減少する中、地域で子どもの育ちを応援する企業等と子どもを

つなぎ、学びや体験の場を提供する取組を行っています。今後も、子どもの豊かな育ちのために、

多様な体験ができる環境整備を行っていく必要があります。また、インターネットを通じて有害情

報にふれたり、犯罪やトラブルに巻き込まれる事例があるため、青少年の健全な育成を阻害する要

因から子どもを守る取組をさらに進める必要があります。 

 

③「三重県子ども条例」に基づき、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」などの取組を行っています。子どもを取り巻く環境は大きく

変化しており、子どもの権利が守られ、子どもが自らの力を発揮して豊かに成長するため、子ども

の生活や意識等の実態をより把握する必要があります。 

 

④子育て家庭の孤立を防ぐため、ワークショップの開催や子育てのヒントなどが学べるＷｅｂ講座を

実施しています。Ｗｅｂ講座の充実等、子育て家庭への情報提供を推進するとともに、市町による

子育て支援の取組がさらに展開されるよう、ワークショップの手法やツールの紹介など、情報共有

を進める必要があります。 

 

 

子どもが豊かに育つ環境づくり 
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⑤男性の育児参画への関心や理解を深めるため、男性の育児参画の事例を広く情報発信するとともに、

「みえのイクボス同盟」加盟企業や市町等と連携し、セミナー等を通じて育児休業を取得しやすい

職場環境づくりに取り組んでいます。改正育児・介護休業法による男性の育児休業制度の充実に合

わせ、さらなる男性の育児参画の推進や質の向上に取り組む必要があります。 

 

⑥子ども食堂を含む「子どもの居場所」が担う役割は大きくなっており、その活動内容も多様化する

中、居場所づくりに向けた研修やアドバイザー派遣等による運営スタッフの人材育成や、活動に対

する財政支援により、「子どもの居場所」の運営力の強化などに取り組みました。引き続き、「子ど

もの居場所」の活動を持続可能なものとするため、市町や関係団体等と連携して、地域での支援・

応援の輪を広げる取組を進める必要があります。 

 

⑦ひとり親家庭や生活困窮家庭の子どもへの学習支援に取り組んでいます。また、「子どもの居場所」

を運営するさまざまな団体が行う学習支援活動に対して、アドバイザーの派遣や活動資金の助成を

行いました。一方で、県内の生活保護世帯の高校・大学への進学率が全世帯平均を大きく下回って

いるなど、学習支援等のさらなる充実を図る必要があります。 

 

⑧ひとり親家庭の安定した雇用や収入確保のため、就業・就労支援を行うとともに、児童扶養手当の

支給や母子父子寡婦福祉資金貸付金のほか、資格取得をめざす人への給付金の支給を行っています。

また、必要な支援情報を届けるため、スマートフォン等で 24時間アクセスできる「ひとり親家庭等

相談用ＡＩチャットボット」システムの構築を進めています。引き続き、さまざまな支援制度の認

知度向上や利用促進を図る必要があります。 

 

⑨ヤングケアラーの実態を把握し、その支援策などを検討するため、ヤングケアラー・コーディネー

ターを配置するとともに、市町要保護児童対策地域協議会を対象に実態調査を行っています。また、

ヤングケアラーを適切に把握し、必要な支援につなぐため、関係機関の職員等への研修を実施して

います。今後は、実態調査の結果をふまえ、広く県民の理解を深めるため、周知・啓発に取り組む

必要があります。加えて、ヤングケアラーの支援体制の充実を進める必要があります。 

 

⑩私立学校に通う子どもたちが安心して学べるよう、就学支援金および奨学給付金の支給や授業料減

免を行った学校法人等に対する助成等を行っています。引き続き、保護者等の経済的負担軽減のた

め、支援を行う必要があります。  

 

⑪県立高校の授業料に充てる就学支援金や、授業料以外の教育費負担を軽減するための奨学給付金の

支給、経済的な事由により修学が困難な生徒に対して修学奨学金の貸与等を行っています。奨学給

付金においては、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を支給対象としており、

引き続き、高校教育に係る経済的負担の軽減を図るための支援を行っていく必要があります。 

 

⑫発達支援が必要な子どもへの診療体制の充実に向けて、県立子ども心身発達医療センターの医師確

保に努めています。また、身近な地域での発達障がいの支援体制を強化するため、小児科医等を対

象とした連続講座の開催や市町職員への研修、発達障がい児等への早期支援ツールである「ＣＬＭ

と個別の指導計画」の幼稚園・認定こども園・保育所への導入を推進しています。引き続き、専門

医師の確保に努めるとともに、支援が必要な児童への取組を進める必要があります。 
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令和５年度の取組方向 

 

①子ども・子育て支援のさらなる充実に向けて、地域の実情やそれぞれの地域で活用できる資源等を

ふまえて市町が行う独自の取組に対して支援します。 

 

②みえ次世代育成応援ネットワークと連携し、子どもが、さまざまな人とふれあったり、多様な体験

をする機会を提供します。また、インターネットの適正利用に係る啓発など、青少年の健全な育成

を推進する取組を実施します。 

 

③三重県子ども条例に基づき、子どもの生活に関する意識、実態その他の県が行う施策の推進に必要

な事項について、小・中・高校生や保護者、県民を対象に広くアンケート調査を実施し、その結果

を「みえの子ども白書」として取りまとめて公表するとともに、各施策に活用します。 

 

④子育てに不安を抱える保護者が、身近な地域において、保護者同士のつながりを築き、子育ての喜

びや不安を共有できるよう、ワークショップの手法やツールの提供、Ｗｅｂ講座の充実など、市町

による子育て支援の取組がさらに展開されるよう支援します。 

 

⑤男性が希望に応じて育児休業を取得できる環境づくりに向けて、企業を対象としたセミナーや情報

発信に取り組むとともに、地域社会全体で男性の育児参画に向けた気運を醸成するため、育児のノ

ウハウ習得等への支援や、これから親になる世代への普及啓発に取り組みます。 

 

⑥「子どもの居場所」の運営力強化のため、財政支援に加え、アドバイザー派遣による支援内容の充

実やスタッフの人材育成、地域におけるサポーターの拡大に取り組みます。また、子ども食堂を開

催する飲食店を掘り起こすモデル事業を実施し、食の提供機会を増やすとともに、「子どもの居場所」

の持続可能な活動につなげます。さらに、地域におけるネットワークの強化や情報発信等への支援

を行います。 

 

⑦生まれ育った家庭の経済状況等により、進学や学びをあきらめることがないよう、ひとり親家庭や

生活困窮家庭の子どもへの学習支援に取り組むとともに、学習支援等を行う「子どもの居場所」を

支援します。また、学習支援の取組を充実させるため、タブレット端末の貸し出し等によるオンラ

イン授業の導入を進めます。 

 

⑧ひとり親家庭の就業や自立を促進するため、就労支援を行うとともに、さまざまな支援に適切につ

なげるよう情報発信を強化する取組を進めます。また、三重県母子・父子福祉センターにおける法

律相談について、オンライン相談を導入するなど、より相談しやすい環境の整備に取り組みます。 

 

⑨実態調査から明らかとなったヤングケアラーの状況等をふまえ、広く県民の皆さんに周知・啓発す

るため、フォーラム等を開催するとともに、支援者向けの啓発ハンドブックの作成や講座等を実施

します。 

 

 

 

子ども・福祉部 
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⑩県立子ども心身発達医療センターを中心とした途切れのない発達支援体制の構築のため、引き続き

センターの医師確保に努めるとともに、市町との連携強化や専門人材の育成に取り組みます。また、

発達障がいの早期発見・支援につなげるため、身近な地域における医療の確保と支援体制の充実に

取り組みます。あわせて、「ＣＬＭと個別の指導計画」の保育所等への導入を促進します。 

 

 

⑪家庭の経済状況に関わらず、子どもたちが私立学校等で安心して学べるよう、就学支援金および奨

学給付金の支給や授業料減免を行った学校法人等に対する助成等により、保護者等の経済的負担の

軽減を行います。 

 

 

 ⑫高校教育に係る経済的負担の軽減を図るため、きめ細かに修学支援制度を周知するとともに、就学

支援金および奨学給付金の支給ならびに修学奨学金の貸与等を行います。就学支援金については、

やむを得ない理由により収入が著しく減少した世帯を新たな支援対象とするとともに、奨学給付金

については給付額を増額し、低所得世帯のさらなる負担軽減に取り組みます。 

 

 

KPI（重要業績評価指標） 

 
 令和３年度 ４年度 ５年度 ８年度 

項目 
（項目の説明） 

 目標値 目標値 目標値 
現状値 実績値 実績値 実績値 

県が関わる子ども・子育て支援活動

に参加した企業・団体数（累計） 

（県が関わって実施される子どもの

体験機会の提供や世代間交流、事業

への協賛（資金的、人的支援等）な

ど、子どもの育ちや子育て家庭を支

援する活動に参加した企業・団体数） 

 
163 

企業・団体 

173 

企業・団体 

200 

企業・団体 

153 

企業・団体 
－ － － 

子どもの居場所数 

（子ども食堂やフードパントリーな

ど、学校や家庭以外で子どもが気軽

に集える「子どもの居場所」の数） 

 90か所 105か所 150か所 

78か所 － － － 

地域の医療機関に対して行う発達障

がいに関する連続講座の受講者数

（累計） 

（地域の医療機関に対して、子ども

心身発達医療センターが行う発達障

がいに関する連続講座の受講者数） 

 177人 227人 377人 

127人 － － － 
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主な事業 

 

①（新）みえ子ども・子育て応援総合補助金 

 （第３款 民生費 第１項 社会福祉費 １ 社会福祉総務費） 

 予算額：(R4)     － 千円 → (R5) ３０４，０３６千円 

 事業概要：市町が地域の実情等に応じて、創意工夫のもとで独自に行うさまざまな子ども・子育

て家庭を支援する取組に対して補助します。 

 

②子ども・若者対策事業 

（第３款 民生費 第１項 社会福祉費 ７ 子ども対策費） 

予算額：(R4) ２５，６１９千円 → (R5) ２８，６０３千円 

事業概要：三重県青少年健全育成条例に基づく立入調査を実施するとともに、青少年がインター

ネットに関する正しい知識を得るため、青少年やその保護者等を対象に「インターネ

ットの適正利用に関する出前講座」を実施します。 

 

③（一部新）子どもの育ちの推進事業 

（第３款 民生費 第１項 社会福祉費 １ 社会福祉総務費） 

予算額：(R4) １３，１３２千円 → (R5) ２５，６４４千円 

事業概要：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、体験機会の提供など、子どもの豊かな育ちを支える取組を実施します。また、

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」を実施します。加えて、「三重県子ども条例」に基づき、子どもの

生活に関する意識、実態等について、小・中・高校生や保護者、県民を対象にアンケ

ート調査を実施し、子どもの自己肯定感や体験機会の有無、地域の大人との関わりな

どを把握し、「みえの子ども白書」として取りまとめ、子ども・子育て支援に係る各

施策に活用します。 

 

④親の学び応援事業 

（第３款 民生費 第１項 社会福祉費 １ 社会福祉総務費） 

予算額：(R4) ３，６９４千円 → (R5) １，３６０千円 

事業概要：市町において、保護者同士のつながりを作るためのワークショップの実施が促進され

るよう支援するとともに、保護者が子育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。 

 

⑤（一部新）男性の育児参画普及啓発事業 

（第３款 民生費 第１項 社会福祉費 １ 社会福祉総務費） 

予算額：(R4) ３，４９３千円 → (R5) １３，７３２千円 

事業概要：男性の育児参画の事例を広く情報発信するとともに、希望に応じて男性が育児休業を

取得できる職場環境づくりを支援します。また、男性の育児参画の質の向上に向けて、

育児のノウハウ習得やパートナーとのコミュニケーションの充実に向けた情報発信

を行います。さらに、子育て支援の充実を図るため、地域の企業が子育て世帯に対し

て特典を提供する「子育て家庭応援クーポン」をアプリ化し、活用を促進します。 
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⑥（一部新）子どもの貧困対策推進事業 

（第３款 民生費 第２項 児童福祉費 ３ 母子福祉費） 

予算額：(R4) １７，１１０千円 → (R5) ２８，６６６千円 

事業概要：「子どもの居場所」の安定的な運営に向けて、アドバイザー派遣や勉強会の開催、財

政的支援等に加え、「子どもの居場所」と地域におけるさまざまな協力者とのマッチ

ングを行います。また、既存の「子どもの居場所」などと連携し、子ども食堂を開催

する飲食店を掘り起こすモデル事業を新たに実施します。 

 

⑦（一部新）生活困窮家庭の子どもの学習・生活支援事業 

（第３款 民生費 第１項 社会福祉費 １ 社会福祉総務費） 

予算額：(R4) ５，８１０千円 → (R5) １６，７３１千円 

事業概要：生活困窮家庭の子どもに対する学習支援について、オンライン授業の導入等により支

援内容を充実させることで、学力や学習意欲のさらなる向上を図り、卒業後の安定し

た就職や自立につながるよう取り組みます。 

 

⑧ひとり親家庭自立支援事業 

（第３款 民生費 第２項 児童福祉費 ３ 母子福祉費） 

   予算額：(R4) ５３，７５１千円 → (R5) ５７，９８８千円 

事業概要：ひとり親家庭の母または父の、安定した雇用と収入の確保に向けて、就職に有利な資

格を取得できるよう、高等職業訓練促進給付金等の就業支援を行います。また、ひと

り親家庭向けの支援制度等に関する情報の提供体制を強化します。さらに、安心して

子育てができるよう、家庭生活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。 

 

⑨（一部新）ヤングケアラー支援事業 

（第３款 民生費 第２項 児童福祉費 ４ 児童福祉施設費） 

予算額：(R4) １６，８１３千円 → (R5) ２３，１８２千円 

事業概要：ヤングケアラーへの支援体制を強化するため、要保護児童対策地域協議会の構成機関

職員等への研修を実施するとともに、ヤングケアラー・コーディネーターを配置しま

す。また、ヤングケアラーに対する県民の理解を深めるためのフォーラムの開催や、

関係機関を対象とした啓発ハンドブックの作成、コーディネーターによる出前講座を

新たに行うとともに、ヤングケアラー等がいる家庭に対して家事・育児等の支援を実

施する市町への補助を行います。 

 

⑩医療支援事業 

（第１款 子ども心身発達医療センター費 第１項 子ども心身発達医療センター費 １ 子

ども心身発達医療センター費） 

予算額：(R4) ３１，６０７千円 → (R5) ３２，１５２千円 

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、「ＣＬＭと個別の指

導計画」の幼稚園・認定こども園・保育所への導入を促進するとともに、市町の総合

支援窓口の中心となる人材を育成します。また、発達障がい児の早期診断、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

関など関係機関とのネットワークの構築等を進めます。 
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⑪私立高等学校等就学支援金交付事業 

（第 10款 教育費 第８項 私学振興費 １ 私学振興費） 

予算額：(R4) ２，７６９，１０６千円 → (R5) ２，６７２，８８７千円 

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。 

 

⑫私立高等学校等教育費負担軽減事業 

（第 10款 教育費 第８項 私学振興費 １ 私学振興費） 

予算額：(R4) １８４，６２３千円 → (R5) １８８，５０２千円 

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、保護者等の経済的負担の軽減を図

ります。 

 

 

 

⑬高等学校等進学支援事業 

（第 10款 教育費 第１項 教育総務費 ４ 教育指導費） 

予算額：(R4) １２９，３８３千円 → (R5) １３７，１９７千円 

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

修学が困難な生徒を支援します。 

 

⑭高校生等教育費負担軽減事業 

（第 10款 教育費 第１項 教育総務費 ４ 教育指導費） 

予算額：(R4) ３，５３８，１１１千円 → (R5) ３，４６５，２３７千円 

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

減を図ります。奨学給付金については引き続き家計急変世帯も支援対象にするととも

に、就学支援金については収入が著しく減少した世帯を新たな支援対象に加え、家計

急変世帯へのさらなる支援に取り組みます。 
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施策１５―２  

 

 

 

【主担当部局：子ども・福祉部】 

施策の目標 

（めざす姿） 

保育士等の処遇改善や離職防止などの取組が進んだことにより、保育士不足がなくなり、待機児童

が解消されています。また、病児保育や一時預かりなど、地域で多様な子育て支援が提供されるとと

もに、保育従事者の研修等により、幼児教育・保育の質が向上し、子どもたちがより豊かに育つ環境

づくりが進んでいます。 

（課題の概要） 

子どもの数は減少するものの、女性就業率の上昇などにより、一定の保育ニーズはあるため、保護

者の就労状況に応じた育児サービスと多様な子育て支援が必要となります。地域の保育ニーズに対応

し、幼児教育・保育を充実させるためには、支援を行う保育士等の人材確保と資質向上が必要です。 

 

現状と課題 

①待機児童のほとんどが低年齢児であり、その保育には多くの保育士が必要となるため、待機児童の

解消に向けて、保育士を加配して低年齢児保育の充実を図る市町を支援しました。また、保育士を

めざす学生への修学資金貸付の対象を拡充するとともに、保育補助者として保育現場で働きながら

保育士をめざす取組を支援しました。引き続き、保育士の確保に取り組む必要があります。 

 

②保育の質を向上させるため、保育士の資質向上および処遇改善を目的としたキャリアアップ研修に

ついて、オンラインを活用し、受講の機会や定員を増やしました。また、「保育所･保育士支援セン

ター」による就労相談や離職防止研修、Ｗｅｂサイト「みえのほいく」による情報発信を行ってい

ます。さらに、令和３年度に県内で働く保育士の数や保育士養成施設の卒業生が減少に転じたこと

から、その状況を把握し、有効な対策を検討するため、令和４年度は現役保育士や保育士養成施設

の学生を対象にアンケート調査を行っています。引き続き、保育士の資質向上や処遇改善に係る取

組を進めるとともに、魅力ある職場づくりに取り組む必要があります。 

 

③送迎バスでの園児死亡事故を受けて、改めて児童の安全管理を徹底するため、緊急点検を実施する

とともに、事故防止に向けて、児童の安全を第一とする安全管理研修を実施しました。また、送迎

バスを保有する全ての保育所等に対して実地調査を行い、必要な指導等を行ったところです。引き

続き、施設職員の安全意識の向上を図り、幼児教育・保育施設の児童の安全対策を徹底する必要が

あります。 

 

④市町による地域の子育て支援を充実させるため、病児保育事業の施設整備や運営の支援、地域の子

育て支援の担い手となる「子育て支援員」を養成する研修を実施しています。引き続き、市町が地

域の実情に応じた子育て支援を実施できるよう、病児保育の広域的な利用支援や子育て支援員研修

を充実させる必要があります。 

 

 

 

幼児教育・保育の充実 
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⑤私立幼稚園や認定こども園を設置・運営する学校法人に対して、運営経費の支援や幼稚園教諭の処

遇改善のための取組を実施するとともに、障がい児受入やＩＣＴを活用した職場環境の改善等の補

助を行っており、引き続き、幼児教育の充実に向けた支援を行う必要があります。 

 

⑥放課後児童クラブの待機児童の解消と、子どもが放課後を安全・安心に過ごすことができる環境整

備に向けて、放課後児童クラブの整備や運営、放課後児童支援員の処遇改善、放課後子ども教室の

運営を支援しています。放課後児童支援員を確保するための認定資格研修を拡充して実施するとと

もに、補助員の資質向上に向けた研修を実施しています。さらに、ひとり親家庭の放課後児童クラ

ブの利用料の補助を行っています。引き続き、支援員の処遇改善や確保に向けた取組などを進める

必要があります。 

 

⑦県内すべての幼稚園や保育所、認定こども園における教育・保育の質向上のため、三重県幼児教育

センターに幼児教育スーパーバイザーや幼児教育アドバイザーを配置し、市町の幼児教育に関する

計画や市町・園内研修会等への助言を行うとともに、研修会の開催などへの支援を行っています。

また、県が主催する研修について、保育者自身が必要な研修を受講できるよう、それぞれのライフ

ステージと必要な資質・能力に応じて整理、見える化しました。今後、アドバイザー等の助言を得

た各園の取組や、保幼小の円滑な接続の成果等を普及していく必要があります。 

 

令和５年度の取組方向 

 

①待機児童を解消するため、保育士の確保が喫緊の課題であることから、保育士修学資金のさらなる

拡充を図るとともに、大学や関係機関と連携して保育士をめざす学生を増やす取組を進めます。ま

た、低年齢児保育の充実や外国にゆかりのある児童の保育のため、保育士を加配している私立保育

所等に対して市町を通じた支援を行います。 

 

②保育の質の向上と保育士の処遇改善のため、オンラインを活用してキャリアアップ研修を実施しま

す。また、保育補助者の活用やＩＣＴの導入など、保育所等の職場環境の改善を支援するとともに、

現役保育士や保育士を養成する大学の学生へのアンケート調査結果をふまえ、保育の仕事の魅力に

ついて広く発信します。 

 

③幼児教育・保育施設の児童の安全管理を徹底するため、必要な機器等の整備や危機管理マニュアル

作成への支援、児童の安全管理に係る研修を行います。 

 

④市町による地域の子育て支援を推進するため、地域の子育て支援を担う専門人材を育成する「子育

て支援員研修」を実施します。また、病児保育の限られた資源を有効に活用するため、広域化の検

討を進めるとともに、医療的ケア児や障がい児、家庭環境に配慮が必要な子どもの保育を支援する

ため、保育環境の整備や保育士の加配、保育支援者等の配置に取り組む市町を支援します。 

 

⑤私立幼稚園や認定こども園を設置･運営する学校法人に対して、安定した幼児教育に取り組めるよう

運営経費や幼稚園教諭の処遇改善を支援するとともに、障がい児受入やＩＣＴの導入等に対する補

助を行います。 
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⑥市町による放課後児童クラブの整備や運営、放課後児童支援員の処遇改善、放課後子ども教室の運

営を支援します。また、放課後児童支援員認定資格研修や資質向上研修をオンラインで実施します。

さらに、ひとり親家庭の放課後児童クラブの利用料の補助を行います。 

 

 

⑦県内各市町の幼児教育の質向上を図るため、幼児教育アドバイザー等を派遣し、県内の取組や成果

をまとめ、保育者の研修に活用できるよう情報提供を行うとともに、小学校教育への円滑な接続を

図るため、各施設等における取組への指導・支援を行うアドバイザーを派遣します。また、就学前

の子どもたちの適切な生活習慣を確立するため、引き続き、生活習慣チェックシートの活用を促進

します。 

 

 

KPI（重要業績評価指標） 

 
 令和３年度 ４年度 ５年度 ８年度 

項目 
（項目の説明） 

 目標値 目標値 目標値 
現状値 実績値 実績値 実績値 

保育所等の待機児童数 

（翌年４月１日現在における保育所

等の待機児童の数） 

 ０人 ０人 ０人 

50人  － － 

県が実施するキャリアアップ研修に

おける各分野の修了者数（累計） 

（県が実施するキャリアアップ研修

（７分野）で各研修分野を修了した

保育士等の数） 

 9,500人 11,000人 14,000人 

8,221人 － － － 

放課後児童クラブの待機児童数 

（５月１日現在における放課後児童

クラブの待機児童数） 

 ０人 ０人 ０人 

28人  － － 
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主な事業 

 

①保育対策総合支援事業 

（第３款 民生費 第２項 児童福祉費 １ 児童福祉総務費） 

予算額：(R4) ３６６，６１４千円 → (R5) ５７３，７９２千円 

      （４５１，０３４千円 →    ６３６，５９２千円 ※２月補正含みベース） 

事業概要：待機児童の解消に向けた保育士確保のため、保育士をめざす大学生への保育士修学資

金貸付を拡充します。また、保育士の業務負担を軽減するため、保育補助者等の雇上

げ費用を補助するとともに、外国につながる児童の保育の充実、医療的ケア児や障が

い児の受入れのために、保育士等を加配している私立保育所等を支援します。さらに、

現役の保育士や保育士をめざす学生へのアンケート調査の結果をふまえ、保育の仕事

の魅力について広く発信します。 

 

  ②（一部新）次世代育成支援特別保育推進事業補助金 

（第３款 民生費 第２項 児童福祉費 １ 児童福祉総務費） 

予算額：(R4) ８９，３３７千円 → (R5) ８４，５８０千円 

事業概要：待機児童の解消や低年齢児保育の充実に向けて、低年齢児を柔軟に受け入れられるよ

う年度当初から保育士を加配している私立保育所等に対して、市町を通じて人件費を

補助します。特に待機児童が発生している市町において、私立保育所等が新たに保育

士を加配した場合は補助額を上乗せするなど、制度の拡充を図ります。 

 

  ③（一部新）保育専門研修事業 

（第３款 民生費 第２項 児童福祉費 １ 児童福祉総務費） 

予算額：(R4) １２，２４８千円 → (R5) ３３，１２７千円 

事業概要：地域の子育て支援を担う人材の育成と専門性を高めるため、子育て支援員研修に地域

子育て支援コースを新設します。また、多様化する保育ニーズや子どもの育成支援に

対応できるよう、保育士の資質向上、放課後児童支援員の資格認定や資質向上研修等

を充実するとともに、オンラインによる研修を推進し、受講機会の確保や受講しやす

い環境づくりに取り組みます。 

 

  ④地域子ども・子育て支援事業 

（第３款 民生費 第２項 児童福祉費 １ 児童福祉総務費） 

予算額：(R4) ６３１，４３１千円 → (R5) ６８２，５１２千円 

事業概要：急用等により一時的に家庭で保育できない乳幼児を預かる一時預かり事業の利用負担

の軽減や、病気や病後の子どもを保育する病児保育などに取り組む市町を支援します。 

 

⑤私立幼稚園等振興補助金 

（第 10款 教育費 第９項 私立幼稚園費 １ 私立幼稚園費） 

予算額：(R4) １，１３０，８５３千円 → (R5) １，０８７，７０１千円 

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、運営にかか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、人件費の補助を行います。 
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⑥放課後児童対策事業費補助金 

（第３款 民生費 第２項 児童福祉費 １ 児童福祉総務費） 

予算額：(R4) １，３５９，２６１千円 → (R5) １，５０１，３５５千円 

事業概要：保護者が就労等により昼間家庭にいない小学生の適切な遊びや生活の場を確保すると

ともに、健全な育成を図るため、放課後児童クラブの運営や施設整備等に対して補助

を行います。また、ひとり親家庭の負担軽減のため、放課後児童クラブの利用料に対

する補助を行います。 

 

 

 

⑦就学前教育の質向上事業 

（第 10款 教育費 第１項 教育総務費 ４ 教育指導費） 

予算額：(R4) ８０，５１３千円 → (R5) ２，１０３千円 

    （１３０，５１３千円 →   ３８，８５３千円 ※２月補正含みベース） 

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、

国事業を活用して、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

健衛生用品の購入やＩＣＴ環境の整備について、市町へ補助を行います。   
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施策１５―３  

 

 

 

【主担当部局：子ども・福祉部】 

施策の目標 

（めざす姿） 

虐待から子どものかけがえのない命や尊厳を守るため、地域社会全体の児童虐待防止に対する理解

が広がり、児童虐待の未然防止や早期発見・早期対応が進んでいます。また、全ての子どもが、家庭

あるいは良好な家庭的環境でできる限り養育されるよう、子ども家庭支援の充実や里親委託の促進、

施設の小規模グループケア化などの取組が進み、施設入所中から退所後まで切れ目のない自立に向け

た支援を受けることができています。 

（課題の概要） 

児童虐待に関する相談内容は多様化・複雑化しており、面前ＤＶ等の心理的虐待や子育ての悩みな

どの相談が増加すると想定され、それらが身体的虐待や重篤な事案につながらないような対応が必要

となっています。 

 

現状と課題 

①児童虐待相談対応件数が 2,000 件を超えて推移する中、県内全ての児童相談所におけるＡＩを活用

した児童虐待対応支援システムの運用や、専門職の増員に取り組み、児童相談所の虐待対応力の強

化に努めています。また、増加する外国につながる子どもの虐待防止対策のため、外国人支援員を

配置し、対応を強化しています。今後も、ＡＩシステム等を活用して人材育成を行うとともに、国

の「児童虐待防止対策体制総合強化プラン」に基づき、児童相談所における専門職の増員を着実に

進める必要があります。加えて、増加する外国につながる子どもの虐待防止対策に引き続き取り組

む必要があります。 

 

②市町における児童虐待への対応力強化に向けて、アドバイザー等を派遣し、要保護児童対策地域協

議会の体制強化や子ども家庭総合支援拠点の早期設置に向けた支援を行っています。拠点について

は現在 24市町に設置されており、市町の相談体制と専門性の強化が進んでいます。引き続き、拠点

未設置市町への早期設置に向けた働きかけを行う必要があります。また、児童福祉法の一部改正に

伴い、令和６年度以降、市町において設置が求められている「こども家庭センター」について、設

置に向けた支援を行う必要があります。 

 

③「三重県社会的養育推進計画」に基づき、里親支援業務を包括的に実施するフォスタリング機関を

県内に３か所設置し、里親制度の普及啓発などを行っています。引き続き、里親委託の推進に向け

て、フォスタリング機関の整備を進める必要があります。また、施設養育においてもより家庭的な

環境を提供できるよう、児童養護施設等の小規模グループケア化や地域分散化等を推進します。さ

らに、令和７年度から計画期間の後期に入る「三重県社会的養育推進計画」について、見直しの検

討を行う必要があります。 

 

 

 

 

児童虐待の防止と社会的養育の推進 
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④児童養護施設等で生活する児童や里親委託児童を確実な自立につなげるため、自立支援コーディネ

ーターを配置し、措置解除前から解除後までの自立に向けた支援を行っています。引き続き、施設

等の退所を控えた児童やケアリーバー（社会的養護経験者）の孤立を防ぎ、自立に向けた支援に取

り組む必要があります。 

 

⑤子どもの権利擁護の充実に向けて、児童相談所や児童養護施設等の職員を対象にアドボカシーに関

する研修を実施しました。また、措置等の決定時において子どもの意見聴取等を行うことを義務付

ける、令和６年度に施行予定の改正児童福祉法をふまえ、北勢児童相談所と中勢児童相談所に併設

した一時保護所へ子どもの代弁者であるアドボケイトが訪問し、丁寧な意見聴取を行っています。

引き続き、子どもの権利擁護に係る取組を一層推進していく必要があります。 

 

令和５年度の取組方向 

 

①児童相談所における児童虐待対応力の強化のため、ＡＩを活用した児童虐待対応支援システムのさ

らなる精度向上を図るとともに、児童福祉司等の専門職の増員に取り組みます。また、外国につな

がる子どもの虐待防止体制の充実を図ります。さらに、子どもや保護者等が相談しやすい環境整備

に向けて、ＳＮＳを活用した相談支援体制の整備に取り組みます。 

 

②市町の児童相談体制の強化のため、市町職員を対象とした研修を充実させるなど、市町の対応力の

向上を図ります。また、「こども家庭センター」の設置を見据えて、子ども家庭総合支援拠点の早期

設置を促進するため、市町に対してアドバイザーを派遣するなどの支援を行います。 

 

③「三重県社会的養育推進計画」に基づき、子どもが家庭的な養育環境の中で豊かに育つことができ

るよう、フォスタリング機関の整備を進め、里親委託の推進に取り組みます。また、施設養育にお

いても小規模グループケア化や地域分散化等を推進します。さらに、「三重県社会的養育推進計画」

について、検討会を立ち上げ見直しに向けて検討を進めます。 

 

④自立支援の充実を図るため、自立支援コーディネーターを配置し、児童養護施設等の退所を控えた

児童やケアリーバーの自立支援に取り組みます。また、生活基盤が脆弱になりがちなケアリーバー

の就労継続に向けた支援や、就学・就職やアパート等を賃借する場合などに必要となる身元保証人

の補助事業等、住居や生活に関する課題解決に向けた支援に取り組みます。 

 

⑤子どもの権利擁護のため、児童相談所や児童養護施設等の職員に対して、アドボカシーに関する研

修を実施します。また、一時保護児童へのアドボカシーの取組をさらに拡充するなど、子どもの意

見表明を保障する取組の充実を図ります。さらに、要保護児童の生活環境改善のため、一時保護所

や児童自立支援施設（国児学園）の環境改善を図ります。 
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KPI（重要業績評価指標） 

 
 令和３年度 ４年度 ５年度 ８年度 

項目 
（項目の説明） 

 目標値 目標値 目標値 
現状値 実績値 実績値 実績値 

児童虐待により死亡した児童数 

（児童相談所が把握している児童虐

待により死亡した児童の数） 

 ０人 ０人 ０人 

０人 － － － 

乳児院・児童養護施設の多機能化等

の事業数（累計） 

（乳児院・児童養護施設が行う、児

童家庭支援センター、一時保護専用

施設、フォスタリング機関等の事業

数） 

 14事業 16事業 18事業 

13事業 － － － 

児童養護施設退所児童等の退所３年

後の就労率 

（児童養護施設退所後、里親委託解

除後３年を経過して就労している児

童の割合） 

 58.5％ 61％ 68％ 

56％ 

（２年度） 
－ － － 

 

 

 

主な事業 

①管理運営費 

（第３款 民生費 第２項 児童福祉費 ４ 児童福祉施設費） 

予算額：(R4) １２２，５１５千円 → (R5) ８８，３７８千円 

事業概要：県内６か所に設置した児童相談所において、養護相談や障がい相談等に応じるととも

に、児童虐待対応にあたります。また、「児童虐待防止対策体制総合強化プラン」に

基づく専門職の人員増などに対応し、児童相談体制の強化を図るとともに、施設改修

に向けた検討を行います。 

 

②児童一時保護事業 

（第３款 民生費 第２項 児童福祉費 ４ 児童福祉施設費） 

予算額：(R4) ３１１，９４７千円 → (R5) ３２０，８５０千円 

      （３１１，９４７千円 →    ３２２，８５０千円 ※２月補正含みベース） 

事業概要：児童相談所に併設する一時保護所や施設等への委託一時保護により被虐待児童等を保

護し、児童の安全の確保を図るとともに、専門職による心のケア等を行います。また、

老朽化が進む一時保護所の施設改修に向けた検討を行います。 
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③児童虐待法的対応推進事業 

（第３款 民生費 第２項 児童福祉費 ４ 児童福祉施設費） 

予算額：(R4) １５３，９４０千円 → (R5) １７０，４３４千円 

事業概要：児童相談所の法的対応、介入型支援を強化し、児童虐待に的確に対応するため、ＡＩ

技術の活用によりアセスメントの精度を高めます。また、子どもの権利擁護を推進す

るため、多機関連携の推進や協同面接の確立に取り組むとともに、子どもが意見表明

できる体制の整備に向けて、一時保護所等にアドボケイト（代弁・擁護者）を派遣し

ます。さらに、一時保護した外国につながる児童を支援するため、児童相談所に外国

人支援員を配置します。加えて、ＳＮＳを活用した相談体制を強化し、子どもや保護

者等が相談しやすい環境整備に取り組みます。 

 

④市町児童相談体制支援推進事業 

（第３款 民生費 第２項 児童福祉費 ４ 児童福祉施設費） 

予算額：(R4) ２，５１４千円 → (R5) ２，３７５千円 

事業概要：市町との継続した定期協議を実施し、要保護児童対策地域協議会の運営強化のための

アドバイザー派遣等を行うとともに、市町職員を対象とした研修の充実を図ります。

また、「こども家庭センター」の設置を見据えて、市町の子ども家庭総合支援拠点設

置のための支援を行います。 

 

⑤家庭的養護推進事業 

（第３款 民生費 第２項 児童福祉費 ４ 児童福祉施設費） 

予算額：(R4) ８３，４６１千円 → （R5） １１８，８４２千円 

      （８３，４６１千円 →     １２５，４４２千円 ※２月補正含みベース） 

事業概要：「三重県社会的養育推進計画」に基づき、里親リクルートから里親研修、子どもとの

マッチング、里親委託中から委託解除後の支援までを行う里親養育包括支援体制（フ

ォスタリング機関）の整備や、ファミリーホームへの支援体制の充実に取り組みます。

また、推進計画の見直しに向けた検討を行います。 

 

⑥（一部新）児童養護施設費 

（第３款 民生費 第２項 児童福祉費 ４ 児童福祉施設費） 

予算額：(R4) ２６４，９０５千円 → (R5) ３２０，０１８千円 

（２６４，９０５千円 →    ３４８，０１８千円 ※２月補正含みベース） 

事業概要：児童養護施設等の職員の業務負担を軽減するため、業務のＩＣＴ化に取り組む施設等

に対して、新たに補助を行うとともに、要保護児童に対する家庭的ケアの充実に向け

て、「三重県社会的養育推進計画」に基づき、施設の小規模グループケア化や地域分

散化を支援します。 
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⑦家族再生・自立支援事業 

（第３款 民生費 第２項 児童福祉費 ４ 児童福祉施設費） 

予算額：(R4) １７，７１１千円 → (R5) １６，２３５千円 

事業概要：入所児童の処遇向上を図るため、児童養護施設職員等の人材育成に取り組むとともに、

退所者に対し生活の場の提供や身元保証を行います。また、施設等における自立支援

体制を充実させるとともに、ＮＰＯ等と連携し、就労支援のネットワークづくりを進

めるなど、施設退所前から退所後まで切れ目のない支援体制を整備します。 

 

⑧（一部新）国児学園運営費              

（第３款 民生費 第２項 児童福祉費 ４ 児童福祉施設費） 

予算額：(R4) ４９，５８２千円 → (R5) ７９，１２４千円 

       （４９，５８２千円 →    ８０，１２４千円 ※２月補正含みベース） 

事業概要：県内唯一の児童自立支援施設として、国児学園入所対象児童に対して必要な指導・支

援を行い、自立を支援します。また、入所児童の生活環境の改善を図るため、老朽化

が進む寮舎の建替えに向けた調査・設計等を行います。 

288



 

289



施策１５―４  

 

 

 

【主担当部局：子ども・福祉部】 

施策の目標 

（めざす姿） 

結婚・妊娠・出産の希望がかなう地域社会の実現に向けて、地域における広域的な出会いの場の創

出や、自らのライフデザインを考える取組、不妊や不育症に悩む人の負担軽減につながる支援、妊産

婦やその家族が安心して子どもを産み育てられる環境づくりに向けた取組が進んでいます。 

（課題の概要） 

不妊治療の保険適用など、不妊・不育症に悩む人への経済的負担の軽減につながる支援が充実され、

治療が一般的となる一方、治療と仕事の両立などにおいて、精神的な負担を抱える人や、出産や育児

に対して不安を抱える人に対するケアが求められています。 

 

現状と課題 

①結婚を希望する人のニーズをふまえ、みえ出逢いサポートセンターにおいて、相談支援や出会いの

場の創出に取り組んでいます。長引くコロナ禍で、出会いの機会の減少や雇用環境、経済状況の悪

化等により、婚姻数が減少しているため、結婚を希望する人に対してさまざまな働きかけを行うな

ど、これまで以上に結婚支援の取組を推進していく必要があります。 

 

②子どもたちが自らのライフプランを考えられるよう、家族生活や家族の大切さ、妊娠・出産や性に

関する正しい知識の普及啓発に取り組んでいます。今後は、これまでの取組に加え、就職前後など

の若い世代を対象に妊娠前の健康管理の重要性を発信するなど、取組を強化する必要があります。

また、思春期の性の悩みや予期しない妊娠、妊婦健診未受診などで妊娠等に悩みを抱える若年層を

支援するため、より相談しやすい体制を整備する必要があります。 

 

③不妊や不育症に悩む人に対しては、令和４年４月からの不妊治療の保険適用後、県独自の新たな特

定不妊治療費助成制度を創設して経済的支援を行っています。また、不妊専門相談センターでの相

談対応や、不妊ピアサポーターによる当事者の精神的なサポートなど、精神的支援にも取り組んで

います。不妊治療が一般的となる一方で、治療や出産、育児に対して不安などを抱える人の増加が

懸念されるため、精神的支援を強化する必要があります。また、治療と仕事の両立に向けて、引き

続き、理解促進等に取り組む必要があります。 

 

④各市町において妊娠・出産から育児まで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

コーディネーターの養成研修を実施し、地域における専門人材の育成に取り組んでいます。さまざ

まな悩みを持つ妊産婦の不安解消を図るため、引き続き、支援を必要とする人がより身近な地域で

必要なサービスを受けられる体制を整備する必要があります。また、難聴児の早期発見・早期療育

に向けて、新生児聴覚検査体制の整備に取り組んでおり、今後は、市町や関係機関との連携体制を

強化する必要があります。 

 

 

結婚・妊娠・出産の支援 

 

 

290



令和５年度の取組方向 

①結婚を希望する人に対して、信頼できる出会いの場を提供するため、県と市町が連携した広域的な

出会いの場の創出を進めるとともに、市町や企業等が行う出会いイベントの開催等を支援します。

また、地域で活動する結婚応援サポーターのネットワークを形成し、同サポーターを通じて結婚を

希望する人同士の引き合わせを行うほか、企業等と連携し、従業員の出会いを応援する取組を支援

します。さらに、結婚を希望する人が安全・安心に婚活に取り組めるよう、民間事業者が提供する

サービスを含め、多様な婚活サービスの適正な利用等に関する周知啓発を行います。 

 

②家族生活や家族の大切さ、妊娠・出産や性に関する医学的に正しい知識を習得し、自らのライフデ

ザインを考えられるよう、ライフプラン教育に取り組みます。また、妊娠前の健康管理のための効

果的な支援について、調査研究を実施します。さらに、思春期の性の悩みや、予期せぬ妊娠等に悩

みを抱える若年層に対して、相談しやすい体制整備を進めます。 

 

③経済的な理由により不妊治療を諦めることがないよう、保険適用外となった先進医療等に対して市

町と連携のうえ助成を行います。また、不妊や不育症に悩む人の精神的負担を軽減するため、不妊

専門相談センターにおいて電話相談、面接相談を実施するとともに、身近な地域での当事者同士の

交流会を開催します。さらに、講演会等を開催するなど、不妊治療と仕事の両立に向けた支援に取

り組みます。 

 

④市町の保健師等を対象に、母子保健コーディネーターの養成研修を実施し、地域における専門人材

の育成に取り組みます。また、出産前後に支援を必要とする妊産婦に対して、相談支援をはじめ心

身のケアや育児サポートなど、助産師等を活用したきめ細かい支援を広域的に行うための体制を整

備するともに、経済的支援を行います。さらに、新生児聴覚検査体制の強化を図るため、市町等と

連携して新生児聴覚検査に係る情報の集約に努め、切れ目のない支援を行います。 
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KPI（重要業績評価指標） 

 
 令和３年度 ４年度 ５年度 ８年度 

項目 
（項目の説明） 

 目標値 目標値 目標値 
現状値 実績値 実績値 実績値 

みえ出逢いサポートセンターが情報

発信するイベント（セミナー、交流

会等）数 

（県が設置するみえ出逢いサポート

センターが SNS等により情報発信す

る、出会い支援に取り組む民間団体

や市町が実施するイベント（セミナ

ー、交流会等）の件数） 

 366件 386件 450件 

346件 － － － 

思春期保健指導セミナーへの養護教

諭の参加者数（累計） 

（県が医療機関に委託して実施する

セミナーに参加する中学校および県

立学校の養護教諭の数） 

 85人 125人 240人 

45人 － － － 

母子保健コーディネーター養成数

（累計） 

（県の研修等により養成した母子保

健コーディネーターの数） 

 245人 270人 325人 

227人 － － － 

不妊症サポーター養成数（累計） 

（治療と仕事の両立支援のために企

業内で相談支援等を行う県が養成し

た不妊症サポーターの数） 

 108人 144人 264人 

72人 － － － 
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主な事業 

①（一部新）みえの出逢い支援事業 

（第３款 民生費 第１項 社会福祉費 １ 社会福祉総務費） 

予算額：(R4) ８，４９２千円 → (R5) ２９，８７５千円  

事業概要：みえ出逢いサポートセンターの機能強化を図り、結婚を希望する人への相談支援や情

報提供を行うほか、市町や出逢い応援団体によるイベント等の開催を支援するととも

に、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ります。また、地

域で縁談をまとめる活動をする人を中心に結婚応援サポーターとして養成・認定し、

そのネットワークを通じて、結婚を希望する人同士の引き合わせに新たに取り組むと

ともに、企業による結婚支援の取組を支援します。さらに、インターネット型婚活の

普及などをふまえ、若い世代が安心・安全かつ効果的な婚活に取り組めるよう支援し

ます。 

 

②（一部新）思春期ライフプラン教育事業 

（第４款 衛生費 第１項 公衆衛生費 １ 公衆衛生総務費） 

予算額：(R4) １，５２０千円 → (R5) ８，１７３千円 

   事業概要：子どもたちが、家庭生活や家族の大切さ、妊娠・出産や性の多様性を含む性に関する

医学的に正しい知識を習得し、自らのライフプランを考える基盤ができるよう、産婦

人科医、教育委員会等と連携し、思春期保健指導セミナーを開催するなど啓発に取り

組みます。また、大学や企業と連携し、大学生や従業員等に対し、妊娠・出産等に向

けた健康管理、ライフデザインに関する講座を新たに開催するとともに、健康管理の

ための効果的な支援について調査研究を行います。 

 

③若年層における児童虐待予防事業 

（第４款 衛生費 第１項 公衆衛生費 １ 公衆衛生総務費） 

予算額：(R4) １０，２７９千円 → (R5) ９，０４４千円 

   事業概要：「妊娠レスキューダイヤル『妊娠ＳＯＳみえ』」による電話相談を行うとともに、若年

層が相談しやすいＳＮＳによる相談を実施します。また、相談事業の推進に向けた検

討会の開催や妊娠相談に対応する人材を育成します。さらに、予期せぬ妊娠などによ

り不安を抱えた若年妊婦等に対し、医療機関受診の同行支援や妊娠判定費用の補助な

どを行います。 

 

④不妊相談・治療支援事業 

（第４款 衛生費 第１項 公衆衛生費 １ 公衆衛生総務費） 

予算額：(R4) ４９５，２９１千円 → (R5) １２０，９０９千円 

事業概要：不妊や不育症に悩む人に対して、先進医療に係る治療や不育症治療等の費用に対して

助成を行った市町への補助を行います。また、「不妊専門相談センター」における相談

支援や情報提供を行うとともに、身近な地域で寄り添った支援を行うため、不妊ピア

サポーターによる当事者交流会を開催します。仕事との両立に向けて、治療への理解

を深めるためのセミナーの開催や、両立できる体制整備のため、企業に対するアドバ

イザー派遣を行います。加えて、がん治療に際して妊孕性温存療法を受けた人に対し

て費用の一部を助成します。 
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⑤（一部新）出産・育児まるっとサポートみえ推進事業 

（第４款 衛生費 第１項 公衆衛生費 １ 公衆衛生総務費） 

予算額：(R4) １７，４５４千円 → (R5) ３２，４４４千円 

事業概要：各市町の母子保健活動の核となる人材を育成するとともに、事業推進のための情報交

換会や研修会を開催します。また、専門性の高いアドバイザーを市町に派遣するなど、

市町の実情に応じた母子保健体制の整備を支援します。さらに、予防可能な子どもの

死亡を減らすため、効果的な予防対策を検討します。加えて、心身の不調や育児不安

等がある妊産婦に対して、助産師等を活用した心身のケアや育児のサポートなどを広

域的に行うための体制を新たに整備します。 

 

  ⑥（新）出産・子育て応援交付金 

（第４款 衛生費 第１項 公衆衛生費 １ 公衆衛生総務費） 

予算額：(R4)    － 千円 → (R5) ３４５，０４８千円 

事業概要：全ての妊婦や子育て家庭が安心して出産・子育てができるよう、妊娠時から出産、子

育てまでの一貫した伴走型の相談支援と経済的支援を一体的に実施する市町に対して

交付金を交付します。 

 

⑦（一部新）健やか親子支援事業 

（第４款 衛生費 第３項 保健所費 １ 保健所費） 

予算額：(R4) ６，３２４千円 → (R5) １７，６８４千円 

事業概要：三重県母子保健計画「健やか親子いきいきプランみえ（第２次）」に基づき、市町と連

携して各保健所における母子保健対策の強化に取り組みます。また、新たに県内の難

聴児の検査、治療、療育等の状況を把握するためのデータベースシステムを構築し、

情報共有することで関係機関との連携を強化し、適切な支援につなげます。 
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施策１６－１  

 

 

 

【主担当部局：環境生活部】 

施策の目標 

（めざす姿） 

県民の皆さんが文化に学び、感性を育みながら心豊かな生活を送れるよう、文化芸術を担う人材の

育成や地域における文化芸術の継承・発展・創造が進むとともに、生涯にわたって生きがいを感じる

ことができるよう、文化にふれ親しむ環境やさまざまな学習機会の充実が図られています。 

（課題の概要） 

人口減少・高齢化等に伴い、文化芸術を担い継承する人材が不足し、地域における文化の衰退が懸

念されています。また、「人生 100 年時代」の到来を見据え、県民の皆さんが生涯を通じて、学びた

い時に学べる環境づくりへのニーズが高まっており、その充実が求められています。 

 

現状と課題 

①文化を取り巻く社会環境の変化や国における文化振興施策に関する法整備をふまえ、県民の皆さん

や市町、文化団体など幅広く意見をいただきながら、「三重県文化振興条例（仮称）」や中長期的な

文化の振興方策について検討する必要があります。 

 

②各県立文化施設が、三重の多様で豊かな自然や歴史・文化を体験する展覧会や魅力的な公演を開催

することにより、国籍や障がいの有無に関わらず全ての県民の皆さんが主体的に三重の文化にふれ

親しむ環境づくりが必要です。また、三重の文化の拠点として、歴史・文化資源の価値を一層高め

るとともに、活用することで観光振興や地域の活性化につなげていく必要があります。 

 

③国・県指定等を受けている文化財が適切に保存・継承されるよう、所有者等に財政的・技術的支援

を行っています。市町が作成する文化財保存活用地域計画の検討が円滑に進むよう、関係市が行う

市民等への周知方法について助言を行うとともに、計画内容を深めるための国・県・市による協議

を積極的に進めています。引き続き、文化財所有者への支援や市町への指導助言を積極的に行って

いく必要があります。 

 

④「人生 100 年時代」の到来を見据え、県民の皆さんが人生をより豊かに過ごすことができるよう、

ライフステージ等に応じた多様な学習ニーズを把握し、魅力的な学びの場や学んだ成果を発表でき

る場の提供など、生涯を通じて学ぶことができる環境づくりが必要です。 

 

⑤社会教育関係者の人材育成とつながりづくりのため、地域と学校をつなぐコーディネーターを養成

するとともに、さまざまな主体による学び合いを進めています。引き続き、社会教育関係者の育成

とネットワークの強化に取り組み、社会教育施設における地域課題の解決に資する場づくりをサポ

ートしていく必要があります。 

 

 

 

 

文化と生涯学習の振興 
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⑥鈴鹿青少年センターについては、ＰＦＩ事業契約に基づいて、施設の改修に係る設計が要求水準書

や提案内容に沿ったものとなっているかのモニタリングを行っています。また、熊野少年自然の家

については、指定管理者選定委員会を設置し、令和５年度以降の指定管理者を指定しました。両施

設ともに魅力ある施設の管理・運営を継続・安定させていく必要があります。 

 

令和５年度の取組方向 

 

①「三重県文化振興条例（仮称）」とあわせて、文化にふれ親しみ創造する環境づくりや文化を育み

継承する人材の育成など、今後の文化振興に係る具体的な方向性を定めた「三重県文化振興方針（仮

称）」の策定に取り組み、文化行政を総合的・計画的に推進していきます。 

 

②県立文化施設を「三重の歴史や文化を知る・学ぶ拠点」として位置付けた上で、斎宮をはじめ伊勢

神宮ゆかりの地を巡る文化体験ルートをモデル事業として実施し、市町や関係機関等と連携しなが

ら、文化の振興と地域の活性化の好循環を生み出します。 

 

③県総合文化センター(文化会館、生涯学習センター)においては、音楽や演劇、伝統芸能など、多彩

で魅力的な文化芸術公演や、県内高等教育機関や博物館等と連携したセミナー、子どもたちが本物

の文化を体験できるアウトリーチ事業等を実施し、県民の皆さんに多様な文化と学びの場を提供し

ます。 

 

④総合博物館においては、活動理念である「ともに考え、活動し、成長する博物館」のもと、さまざ

まな主体や利用者との連携を進めるとともに、三重の多様で豊かな自然と歴史・文化等をテーマに

した魅力的な企画展や教育普及事業、移動展等のアウトリーチ活動を行います。 

 

⑤県立美術館においては、近現代日本画の優れた作品の紹介や三重にゆかりのある作家を顕彰する展

覧会を開催するほか、文化・教育関係機関をはじめとするさまざまな主体と連携した教育普及活動

等、誰もが利用しやすい美術館をめざして、展示、普及活動に取り組みます。 

 

⑥斎宮歴史博物館においては、歴史や古典文学、美術に興味関心の高い層に対してより深く斎宮の魅

力を伝える特別展をはじめ、歴史体験プログラム等の教育普及に取り組みます。また、発掘調査で

は、奈良時代の中枢部の解明を進めることにより斎宮の魅力を発信します。 

 

⑦県立図書館においては、全ての県民の皆さんがより良い図書館サービスを等しく利用できるよう図

書資料の充実を行うとともに、広域ネットワークを活用した図書館間の資料搬送等に取り組みます。

また、市町立図書館等と連携した展示やセミナーの開催により、図書館の利用拡大を図ります。 

 

 

⑧歴史的・文化的に価値の高い文化財を調査し、保存・継承のため指定・登録等の措置を講じます。

「三重県文化財保存活用大綱」に基づき、市町や文化財所有者等による文化財の保存・活用・継承

への取組を支援するとともに、パネル展やＳＮＳを通じた文化財の魅力情報の発信に取り組みます。

世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」については、関係市と連携して、計画的な維持補修や魅力発

信に取り組みます。文化財保存活用地域計画については、関係市と連携を深め、充実した計画内容

となるよう助言等の支援を行います。 

環境生活部 

教育委員会 
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⑨地域と学校をつなぐコーディネーターが、より積極的に活動できるよう、フォローアップ講座を開

催し、社会教育に携わる人材の育成とネットワークの強化に取り組みます。また、社会教育の振興

を図るため、市町の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うとともに、

公民館等の社会教育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

します。 

 

⑩鈴鹿青少年センターについては、青少年をはじめとした幅広い世代が集い、交流できる施設とする

ため、令和６年３月末まで休館のうえ、要求水準書や提案内容に沿って施設改修を行います。また、

熊野少年自然の家については、新たな管理者のもと、より魅力ある施設として、多くの方が学び楽

しむことができる学習プログラムやイベントを開催します。 

 

KPI（重要業績評価指標） 

 
 令和３年度 ４年度 ５年度 ８年度 

項目 
（項目の説明） 

 目標値 目標値 目標値 
現状値 実績値 実績値 実績値 

参加した文化活動、生涯学習に対す

る満足度 

（県立文化・生涯学習施設が実施し

た展覧会、講座、公演事業および歴

史・文化資源を活用した事業におけ

るアンケート調査で、「満足」「やや

満足」「やや不満」「不満」のうち、

その内容について「満足」と回答し

た人の割合） 

 72.6％ 73.6％ 76.6％ 

71.6％ － － － 

県立文化施設の利用者数 

（県立の図書館、博物館、美術館、

斎宮歴史博物館および三重県総合文

化センターの利用者数） 

 84万人 100万人 140万人 

70.5万人 － － － 

文化財の保存・活用・継承に向けた

支援活動の実施件数 

（関係団体や市町等とともに文化財

の保存・活用・継承に向けて取り組

んだ件数） 

 72件 77件 92件 

67件 － － － 

 

主な事業 

 

①文化活動連携事業 

（第２款 総務費 第５項 生活文化費 ３ 文化振興費） 

予算額：(R4) １６,７２８千円 → (R5) ２１,１０２千円 

事業概要：「三重県文化振興条例(仮称)」とあわせて「三重県文化振興方針(仮称)」の策定に取

り組み、文化施策を総合的・計画的に推進します。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。 

 

 

 

環境生活部 
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②（新）県立文化施設を中核とした三重の新たな文化観光構築事業 

（第２款 総務費 第５項 生活文化費 ３ 文化振興費） 

予算額：(R4) ― 千円 → (R5) １２，７７９千円 

事業概要：斎宮を核とした文化体験ルートを設定し、三重の文化について理解を深める機会を創

出するとともに、さまざまな媒体を活用し、その魅力を効果的に発信していきます。 

 

③文化会館事業 

（第２款 総務費 第５項 生活文化費 ８ 総合文化センター費） 

予算額：(R4) ７０,７５８千円 → (R5) ６９,８４７千円 

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。 

 

④生涯学習センター事業 

（第２款 総務費 第５項 生活文化費 ８ 総合文化センター費） 

予算額：(R4) ９，７０１千円 → (R5) 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・文化など多様で時宜を得たテーマによ

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

るための講座を開催します。 

 

⑤総合博物館展示等事業 

（第２款 総務費 第５項 生活文化費 ９ 博物館費） 

予算額：(R4) ５１,５３３千円 → (R5) ５０,０３７千円 

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開催するとともに、

令和６年度に開館 10 周年を迎えることからその機運を高めるため、本県ゆかりの映

画監督 高畑勲氏を紹介するプレ記念特別展を実施します。また、地域と連携して、

移動展示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。 

 

⑥美術館展示等事業 

（第２款 総務費 第５項 生活文化費 10 美術館費） 

予算額：(R4) ７９,９５２千円 → (R5) ７４,０７７千円 

事業概要：近現代日本画の代表的な画家や本県出身で日本の陶磁器デザインの発展に指導的な役

割を果たした作家を紹介する企画展を開催するとともに、文化・教育関係機関をはじ

めとするさまざま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。 

 

⑦斎宮歴史博物館展示・普及事業 

（第２款 総務費 第５項 生活文化費 11 斎宮歴史博物館費） 

予算額：(R4) １２,４９２千円 → (R5) ９,６９４千円 

事業概要：斎宮の歴史および平安時代の花を愛でる文化を紹介する企画展、古代の人々の信仰や

祭祀を伝える特別展等を開催するとともに、さまざまな講座や地域と連携した展示等

を実施することにより、斎宮や斎王に対する興味や関心を深める機会を提供し、史跡

斎宮跡の魅力発信に取り組みます。 
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⑧図書館管理運営事業 

（第２款 総務費 第５項 生活文化費 ８ 総合文化センター費） 

予算額：(R4) ２１３,１３４千円 → (R5) １８８,０６４千円 

事業概要：全ての県民の皆さんがより良い図書館サービスを等しく利用できるよう図書資料の 

充実を図るとともに、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ークを適切に運用します。また、図書館職員向けの研

修会の開催や取組事例の紹介など、市町立図書館等への支援を行います。 

 

 

⑨文化財保存管理事業 

（第 10款 教育費 第６項 社会教育費 ６ 文化財保護費） 

予算額：(R4) ６，０６０千円 → (R5) ５,７１７千円 

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、県内の

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。 

 

⑩地域文化財総合活性化事業 

（第 10款 教育費 第６項 社会教育費 ６ 文化財保護費） 

予算額：(R4)  ９０，０００千円 → (R5) ９０，０００千円  

事業概要：国・県指定等の文化財の所有者等が行う文化財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。 

 

⑪世界遺産熊野参詣道・無形文化遺産保存管理推進費 

（第 10款 教育費 第６項 社会教育費 ６ 文化財保護費） 

予算額：(R4) ５３８千円 → (R5) ８５４千円 

事業概要：世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」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・管理にさまざまな主

体が参画できるよう講習会・講演会等を開催します。市町が実施する世界遺産追加登

録候補資産の学術調査について、審議会の設置や調査活動員の派遣、技術的支援を行

います。「鳥羽・志摩の海女漁の技術」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。 

 

⑫三重の文化・歴史を引き継ごう！新しい学びの機会創出事業 

（第 10款 教育費 第６項 社会教育費 ６ 文化財保護費） 

予算額：(R4) １，５００千円 → (R5) ８０１千円 

事業概要：新型コロナウイルス感染症の影響により、これまで以上に地域の文化や歴史に触れる

ことが難しくなっていることから、地域の文化財への理解や関心を深めるきっかけと

して、受講生を募集し、遺跡発掘に関わる体験講座等を開催します。受講した参加者

が、県や市町における文化財の保存や活用、継承の取組に参加したり、さまざまな形

で身近な文化財に関わったりしていく新たな契機を創出します。 

 

教育委員会 
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⑬（新）未来へ伝えるみえのお祭りアーカイブ事業 

（第 10款 教育費 第６項 社会教育費 ６ 文化財保護費） 

予算額：(R4)  －  千円 → (R5) ４，９２２千円 

事業概要：祭り等の無形民俗文化財の担い手不足が深刻化していることから、祭り等の魅力を伝

える映像記録の作成やこれまでの映像記録をデジタル化し、無形文化財の記録保存を

行うとともに、子どもたちを「みえ祭り協力隊」として募集し、祭りを体験し、取材

する機会を創出して、未来の担い手育成につなげます。作成した映像記録や子どもた

ちの取材記事を特集サイトで公開するなど、地域の文化財の魅力を広く伝えます。 

 

⑭埋蔵文化財センター管理運営費 

（第 10款 教育費 第６項 社会教育費 ６ 文化財保護費） 

予算額：(R4) ７，５２８千円 → (R5) ７，８４２千円 

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理を行うとともに、県民への公開・

普及を行います。文化財を活用した体験事業やイベント、学校において文化財に触れ

られる出前授業等を行い、子どもたちの郷土への愛着を育みます。 

 

⑮（一部新）社会教育推進体制整備事業 

（第 10款 教育費 第６項 社会教育費 １ 社会教育総務費） 

予算額：(R4) １，３３４千円 → (R5) ２，１１４千円 

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。公民館等の社会教育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。また、博物館法の改正に伴う審査登録を実施します。 

 

⑯鈴鹿青少年センター費 

（第 10款 教育費 第６項 社会教育費 １ 社会教育総務費） 

予算額：(R4) ６６，４４８千円 → (R5) １，９２５，４２０千円 

事業概要：鈴鹿青少年センターにおいて、ＰＦＩ事業契約に基づき実施される施設改修の経費を

負担するとともに、令和６年４月のリニューアルオープンに向けて必要な準備を進め

ます。 

 

⑰熊野少年自然の家費 

（第 10款 教育費 第６項 社会教育費 １ 社会教育総務費） 

予算額：(R4) ４７，９０８千円 → (R5) ７０，２２８千円 

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、熊野少年自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

事を実施します。 
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施策１６－２  

 

 

 

【主担当部局：地域連携・交通部スポーツ推進局】 

施策の目標 

（めざす姿） 

三重とこわか国体に向け高めてきた競技力の維持・向上により、多くの三重県ゆかりの選手が、国

民体育大会などの全国大会や、オリンピックやパラリンピックなどの国際大会で活躍するとともに、

県を代表するシンボリックチームが国内トップリーグで活躍しています。 

三重県ゆかりの選手等の活躍によって、県民の皆さんに夢や感動が届き、県民の郷土への愛着や誇

りが高まることにより、スポーツを通じた地域の絆づくりが進んでいます。 

（課題の概要） 

三重とこわか国体に向けて培った競技力を維持し、三重県ゆかりの選手の活躍を支援することで、

県民の皆さんのスポーツへの関心を高めるとともに、いつでも安全、快適に利用できる施設環境を整

備し、スポーツが持つ力により夢や感動が得られる機会を提供する必要があります。 

 

現状と課題 

①国民体育大会をはじめとする全国大会や東京 2020 オリンピックなどの国際大会において、三重県

選手が活躍する姿は県民の皆さんに夢や感動を届けました。また、パラアスリートへの関心も高ま

っています。こうしたスポーツの機運を生かし、三重とこわか国体に向けた競技力向上の取組を一

過性のものとせず、継続・発展させていくことで、スポーツに取り組む皆さん、とりわけ、次代を

担う三重の子どもたちの夢を育むよう、企業や関係団体等と連携し支援していく必要があります。 

 

②県営スポーツ施設において、すべての利用者の皆さんが安全・安心に利用できるよう、施設環境の

整備を進めるとともに、新型コロナウイルス感染症の影響により減少した利用者数の回復を図る必

要があります。 

 

令和５年度の取組方向 

①鹿児島国体に向け、選手や指導者、競技団体の皆さんが実力を発揮することができるよう、成年・

少年選手の強化活動を支援するとともに、安定的な競技力が維持されるよう、次代を担うジュニア・

少年選手の発掘・育成や優れた指導者の養成に取り組みます。また、全国大会や国際大会での活躍

をめざすパラアスリートの強化活動を支援します。 

 

②県営スポーツ施設について、利用者がより安全・安心に利用できる環境を提供するため、必要な改

修・修繕を行います。また、新型コロナウイルス感染症の影響により減少した利用者数の回復を図

るため、指定管理者と連携し、感染防止対策の徹底やより良いサービスの提供に取り組みます。 

 

 

 

 

 

競技スポーツの推進 
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KPI（重要業績評価指標） 

 
 令和３年度 ４年度 ５年度 ８年度 

項目 
（項目の説明） 

 目標値 目標値 目標値 
現状値 実績値 実績値 実績値 

国民体育大会の男女総合成績 

（国民体育大会における正式競技の

参加点（ブロック大会を含む）と冬

季大会および本大会の競技得点の合

計による都道府県ごとの男女総合順

位） 

 

 

 

10位以内 10位台前半 10位台前半 

－ 

（中止） 
－ － － 

全国大会の入賞数 

（国民体育大会、全国高等学校総合

体育大会、全国中学校体育大会にお

ける、団体・個人の入賞数） 

 

 
180件 165件 165件 

70件 － － － 

パラアスリートの全国大会の入賞数 

（ジャパンパラ競技大会、日本選手

権における、団体・個人の入賞数） 

 

 
36件 38件 41件 

35件 － － － 

県営スポーツ施設年間利用者数 

（県営スポーツ施設（三重交通Ｇス

ポーツの杜鈴鹿、三重交通Ｇスポー

ツの杜伊勢、ドリームオーシャンス

タジアム、県営ライフル射撃場）の

年間利用者数） 

 697,000人 839,000人 1,020,000人 

555,035人 － － － 

 

主な事業 

①競技力向上対策事業 

（第２款 総務費 第 12項 スポーツ推進費 １ スポーツ推進費） 

予算額：(R4) ６７０,４８８千円 → (R5) ５１９，８３０千円 

事業概要：今後も安定した競技力を確保するため、三重とこわか国体に向けて培ったノウハウを

生かし、引き続き、本県ゆかりのアスリートが活躍できるよう競技力向上対策を進め

ます。また、一定の競技力を有するパラアスリートの強化活動を支援します。 

 

②国民体育大会派遣事業 

（第２款 総務費 第 12項 スポーツ推進費 １ スポーツ推進費） 

予算額：(R4) １４４,９１９千円 → (R5) １５０,１３３千円 

事業概要：国民体育大会および東海ブロック大会に、本県代表選手および監督等を派遣します。 
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③三重交通Ｇ スポーツの杜 鈴鹿事業 

（第２款 総務費 第 12項 スポーツ推進費 ２ スポーツ施設費） 

予算額：(R4) ４７８，６６９千円 → (R5) ９１４，６８７千円 

事業概要：指定管理者制度に基づいて、効率的・効果的な管理運営やサービスの充実を図るとと

もに、サッカー・ラグビー場のメイングラウンド照明ＬＥＤ化改修工事など、安全、

快適に利用できる環境の整備を行います。 

 

④三重交通Ｇ スポーツの杜 伊勢事業 

（第２款 総務費 第 12項 スポーツ推進費 ２ スポーツ施設費） 

予算額：(R4) １０４，７９６千円 → (R5) １０１，８５８千円 

事業概要：指定管理者制度に基づいて、効率的・効果的な管理運営やサービスの充実を図るとと

もに、陸上競技場の芝生常緑化に伴う管理業務など、安全、快適に利用できる環境の整

備を行います。 

 

⑤ドリームオーシャンスタジアム事業 

（第２款 総務費 第 12項 スポーツ推進費 ２ スポーツ施設費） 

予算額：(R4) １１９，０７９千円 → (R5) ２１，３３４千円 

事業概要：指定管理者制度に基づいて、効率的・効果的な管理運営やサービスの充実を図るとと

もに、老朽化した設備の修繕など、安全、快適に利用できる環境の整備を行います。 

 

⑥県営ライフル射撃場事業 

（第２款 総務費 第 12項 スポーツ推進費 ２ スポーツ施設費） 

予算額：(R4) ５，５０１千円 → (R5) ２１，３７７千円 

事業概要：指定管理者制度に基づいて、効率的・効果的な管理運営やサービスの充実を図るとと

もに、老朽化の著しい管理棟の撤去やユニットハウスの新設など、安全、快適に利用で

きる環境の整備を行います。 
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施策１６－３  

 

 

 

【主担当部局：地域連携・交通部スポーツ推進局】 

施策の目標 

（めざす姿） 

地域の活性化をはじめ、県民の健康増進などさまざまなスポーツの価値が発揮されるよう、三重と

こわか国体・三重とこわか大会のレガシーを生かした大規模大会等の誘致・開催、スポーツを「する」、

「みる」、「支える」機会の充実などに向けた取組が進んでいます。 

また、障がい者スポーツにさまざまな形で関わる人が増え、障がい者スポーツの裾野の拡大が進む

よう、障がい者が身近な地域で日常的にスポーツに参加できる環境づくりなどが進んでいます。 

（課題の概要） 

高齢社会が進行することで、心身の健康を維持したいという健康志向が高まる一方、人口減少が進

行することで、社会的な結び付きや地域でのコミュニケーションが少なくなっています。 

スポーツが持つ力で地域の絆づくりを進めるため、運動やスポーツにふれ親しむ環境を作り、スポ

ーツに参画する機会を拡充していくことが求められています。 

また、障がいへの理解や障がい者の社会参加を促進するため、障がい者スポーツの裾野の拡大に取

り組む必要があります。 

 

現状と課題 

①三重とこわか国体・三重とこわか大会に向けて、県や市町において、競技施設の新たな整備や大規

模改修が行われるとともに、選手や指導者、競技役員、ボランティアなどの人材が育成されました。

これらのレガシーを活用した取組を進め、スポーツの振興やスポーツを通じたまちづくりにつなげ

ていく必要があります。 

 

②スポーツイベント参加者数は、新型コロナウイルス感染症の影響により減少しており、年齢や性別、

障がいの有無などに関わらず多くの人びとが気軽にスポーツに親しめる環境づくりを進めていく

必要があります。また、地域スポーツの担い手として位置付けられている総合型地域スポーツクラ

ブに対し、その役割が発揮されるよう働きかけていく必要があります。 

 

③スポーツを通じて、障がいのある人の自立と社会参加の推進や、県民の障がいへの理解を促進する

ため、障がい者スポーツ教室やふれあいスポレク祭などを開催するとともに、全国障害者スポーツ

大会へ選手派遣を行っています。また、障がい者スポーツのさらなる裾野の拡大をめざして、令和

４年８月に「三重県障がい者スポーツ支援センター」を開設しました。今後は、障がいのある人も

ない人も、共に障がい者スポーツに関わることができる環境づくりを行っていく必要があります。 

 

令和５年度の取組方向 

 

①市町・競技団体等が行う大規模大会等の誘致・開催、競技種目を定着させるための普及イベント等

の開催、人材育成などについて、補助事業等により支援していきます。 

 

 

地域スポーツと障がい者スポーツの推進 

 

地域連携・交通部スポーツ推進局 

306



②スポーツを「する」「みる」「支える」人びとの裾野の拡大を図るため、「みえのスポーツフェスティ

バル」や「みえのスポーツフォーラム」の実施、「スポーツ推進月間」等の周知啓発に取り組みます。

また、第３次三重県スポーツ推進計画に基づき、総合型地域スポーツクラブの質的充実が図られる

よう取組を進めます。 

 

 

③「三重県障がい者スポーツ支援センター」において、県民や企業等からの相談にワンストップで対

応するとともに、総合型地域スポーツクラブ等と連携し、障がいの有無に関わらず、身近な地域で

スポーツを楽しむことができる環境づくりや、障がい者スポーツに取り組む機会の充実、選手の発

掘や支える人材の養成等に取り組みます。 

 

KPI（重要業績評価指標） 

 
 令和３年度 ４年度 ５年度 ８年度 

項目 
（項目の説明） 

 目標値 目標値 目標値 
現状値 実績値 実績値 実績値 

三重とこわか国体・三重とこわか大

会のレガシーを活用し、スポーツを

通じたまちづくりに取り組んだ件数

（累計） 

（県の補助金を利用したことにより

国際大会等の大規模大会を誘致・開

催した件数および両大会の開催競技

を地域に根付かせるスポーツイベン

トを開催した件数） 

 12件 24件 90件 

０件 － － － 

県内スポーツイベント等への参加者

数 

（県内で開催されるスポーツイベン

トにおける参加者、観戦者、大会役

員・ボランティアの数） 

 89,000人 144,000人 204,000人 

34,956人 － － － 

県が主催する障がい者スポーツ大会

等への参加者数 

（県が主催する障がい者スポーツ大

会や障がい者スポーツイベントにお

ける「する」「みる」「支える」人の

数） 

 

 

 

3,880人 3,960人 4,200人 

3,800人 

（平成 30年度） 
－ － － 

初心者講習会に参加した障がい者の

人数 

（県が開催している各種障がい者ス

ポーツ競技の初心者講習会に参加し

た障がい者の人数） 

 214人 238人 310人 

190人 － － － 

 

 

 

 

子ども・福祉部 
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主な事業 

 

①（一部新）地域スポーツ推進事業 

（第２款 総務費 第 12項 スポーツ推進費 １ スポーツ推進費） 

予算額：（R4） ４７，３３１千円 → （R5） ４７，７７３千円 

事業概要：スポーツ実施率の向上を図るため、「みえのスポーツフォーラム」の開催や実施率が

低い女性・ビジネスパーソン世代を対象とした啓発等に取り組みます。また、第３次

三重県スポーツ推進計画に基づき、総合型地域スポーツクラブの質的充実が図られる

よう取組を進めます。 

 

②地域スポーツイベント開催事業 

（第２款 総務費 第 12項 スポーツ推進費 １ スポーツ推進費） 

予算額：（R4） １６，０８４千円 → （R5） １６，０８８千円 

事業概要：子どもから高齢者まで幅広い県民の皆さんにさまざまなスポーツの場を提供するため、

スポーツ推進月間（９、10 月）を中心に、（一社）三重県レクリエーション協会や各

競技団体等と連携して「みえスポーツフェスティバル」を県内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 17回美し国三重市町対抗駅伝」を開催します。 

 

③レガシーを活用したみえのスポーツ支援事業 

（第２款 総務費 第 12項 スポーツ推進費 １ スポーツ推進費） 

予算額：（R4） １００，０００千円 → （R5） １３０，０００千円 

事業概要：「レガシーを活用したみえのスポーツ支援事業補助金」により、市町・競技団体等が

実施する国際大会・全国大会等の大規模大会の開催やトップチーム等の合宿誘致、ス

ポーツ教室の開催等に必要な費用を支援します。 

 

 

④障がい者スポーツ推進事業 

（第３款 民生費 第１項 社会福祉費 ２ 障がい者福祉費） 

予算額：(R4) ５５，００７千円 → (R5) ５７，５６７千円 

事業概要：「三重県障がい者スポーツ支援センター」において、県民や企業等からの相談にワン

ストップで対応するとともに、障がい者スポーツ団体と企業等のニーズのマッチング

や、総合型地域スポーツクラブとの連携によるスポーツ体験などを行います。また、

選手の発掘に向けた初心者講習会や指導員の養成研修の実施、競技団体の遠征費の補

助等を行います。 

 

 

子ども・福祉部 

地域連携・交通部スポーツ推進局 
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令和５年度当初予算 行政運営の取組 取組概要 
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行政運営１  

 

 

 

【主担当部局：政策企画部】 

行政運営の目標 

人口減少をはじめとする社会課題やさまざまな地域課題の解決に向けて、ＰＤＣＡ（計画・実行・

評価・改善）サイクルに基づき、「みえ元気プラン」の適切な進行管理に努めることで、「強じんで多

様な魅力あふれる『美し国』」の実現に向けた県の取組が着実に進んでいます。 

 

現状と課題 

①人口減少・高齢化の進展や自然災害の激甚化・頻発化、脱炭素社会の実現に向けた動きやデジタル

化の急速な進展といった時代潮流への対応を進め、将来世代も含めた県民の皆さんが元気に、かつ

安全・安心に暮らすことのできる持続可能な地域を県民の皆さんとともに作り上げていくため、「強

じんな美し国ビジョンみえ」及び「みえ元気プラン」に示した取組を着実に推進する必要がありま

す。 

 

②県民の皆さんの意識を把握し、県政運営の参考等として活用するため、アンケート調査を実施して

います。「強じんな美し国ビジョンみえ」及び「みえ元気プラン」に基づく取組の推進に活用できる

よう調査内容を検討した上で、継続して実施していく必要があります。 

 

③温室効果ガスの排出削減など、カーボンニュートラルの実現に向けた取組を県内の産業・経済の発

展につなげていけるよう、「ゼロエミッションみえ」プロジェクトを推進していく必要があります。 

 

④持続可能な三重づくりに向けて、令和３年度に創設した「三重県ＳＤＧｓ推進パートナー登録制度」

に基づき、推進パートナーの取組を県のホームページで紹介するなど、県内企業・団体等のＳＤＧ

ｓに資する取組の見える化を図っています。引き続き、優良事例の情報提供などを通じて、県内企

業・団体等のＳＤＧｓに関する取組の一層の広がりや質の向上を図っていく必要があります。 

 

⑤Ｇ７三重・伊勢志摩交通大臣会合の開催をはじめ、大阪・関西万博や熊野古道世界遺産登録 20周年

などのビッグイベントをチャンスと捉え、三重県の認知度をさらに高め、国内外からの誘客や移住

の促進、県産品の販路拡大につなげるため、全庁挙げて戦略的なプロモーションを展開する必要が

あります。 

 

⑥日本を取り巻く安全保障環境が変化しつつある中、県民の皆さん一人ひとりが平和に関する理解を

深め、戦争の記憶と教訓を風化させないよう、引き続き、多くの県民の皆さんに戦争の悲惨さと平

和の大切さを伝えていく必要があります。 

 

⑦人口減少の実態や要因についての調査分析や、これまでの取組の検証を行いながら、本県の人口減

少対策にかかる取組の方向性を示す「三重県人口減少対策方針（仮称）」の策定に向けて検討を進め

ています。また、全 29市町が参画する「みえ人口減少対策連携会議」において、共同での事業の実

施等に向けた検討を進めています。こうした取組をふまえ、市町をはじめさまざまな主体と連携し

ながら効果的な対策に取り組む必要があります。 

総合計画の推進 
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⑧本県の施策を推進するうえで必要な国の制度の創設や改正、翌年度の政府予算に反映を求める事項

について、県独自で国への提言を実施しています。引き続き、地域の実情に応じた制度改正や予算

編成がなされるよう、国に対して、時機を捉え提言・要望活動を実施していく必要があります。 

 

⑨全国知事会や圏域の知事会等と連携し、広域的課題や共通の地域課題の解決に向けた取組や国への

提言を実施しています。引き続き、広域的に連携した取組を進めるとともに、地域の実情に応じた

制度改正や予算編成がなされるよう、国等に対して提言・要望活動を実施していく必要があります。 

 

⑩県民の皆さんや、企業、団体等のさまざまな活動に生かせるよう、基礎資料となる各種統計情報を

正確にわかりやすく提供することが必要です。 

 

⑪ＮＰＯの基盤を強化し、市民活動等の活性化につなげていくため、情報発信や研修会等を開催して

います。引き続き県民の皆さんの社会参画や連携を促進するとともに、ＮＰＯが、多様化、複雑化

する地域の諸課題に対応できるよう、支援していく必要があります。 

 

令和５年度の取組方向 

 

①令和５年度は、「強じんな美し国ビジョンみえ」及び「みえ元気プラン」の本格的なスタートの年と

なります。ビジョンに掲げた基本理念の実現に向け、「みえ元気プラン」を着実に推進していきます。 

 

②県民の皆さんの意識を把握し、「強じんな美し国ビジョンみえ」及び「みえ元気プラン」に基づく取

組を効果的に進めるため、県民を対象としたアンケート調査を実施します。 

 

③「ゼロエミッションみえ」プロジェクトを着実に推進していくため、庁内の総合調整を行うととも

に、再生可能エネルギーやカーボンクレジットを活用した地域経済活性化に資する方策について調

査を行い、効果的な取組につなげていきます。 

 

④「三重県ＳＤＧｓ推進パートナー登録制度」に登録した推進パートナーをはじめとする県内企業・

団体等のＳＤＧｓに向けた取組の活性化と優良事例の横展開を図ります。 

 

⑤三重の認知度を高めるプロモーションの取組がより効果的なものとなるよう、これまでの取組の検

証をしたうえで、取組方針を策定し、全庁挙げて戦略的な取組を展開することで、県内産業の活性

化や三重の知名度向上につなげていきます。 

 

⑥県民の皆さん一人ひとりに平和に関する理解を深めていただけるよう、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。 

 

⑦地域の実情に応じた人口減少対策に取り組むため、市町との広域的な連携体制を強化し、共同で調

査や対策の検討を実施するとともに、人口減少が著しい南部地域における移住・定住促進等に取り

組む「人口減少対策広域コーディネーター（仮称）」を設置します。また、人口減少にかかる調査・

分析を進めつつ、市町および庁内の総合調整機能を発揮しながら効果的な対策につなげます。 

政策企画部 
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⑧全国知事会や圏域の知事会等に参画し、広域的に連携した取組を進めるとともに、地域の実情に応

じた制度改正や予算編成がなされるよう、国等に対して提言・要望活動を実施します。 

 

⑨迅速かつ正確な統計調査の実施、審査、集計等を行い、調査結果を分かりやすく公表します。また、

主要経済指標等の最新の統計情報を県ホームページで提供するほか、各種統計資料を適切に作成、

刊行するとともに、統計の普及と利活用の推進及び統計調査への理解促進を図ります。 

 

 

⑩県民の皆さん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連携による地域課題の解決に向けた取組が一層進むよう、ＮＰＯ活動等の

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。 

 

KPI（重要業績評価指標） 

 
 令和３年度 ４年度 ５年度 ８年度 

項目 
（項目の説明） 

 目標値 目標値 目標値 
現状値 実績値 実績値 実績値 

目標の達成に向けて取組が進んだ

「みえ元気プラン」の施策の割合 

（「みえ元気プラン」の各施策に設定

されたＫＰＩについて、過半数が達

成している施策の割合） 

 

 80％ 80％ 80％ 

 

－ 

 

－ 

 

－ 

 

－ 

 

主な事業 

 

①計画進行管理事業 

 （第２款 総務費 第２項 企画費 ３ 企画費） 

予算額：(R4) ２４，７４４千円 → (R5) ３，２１４千円 

事業概要：「強じんな美し国ビジョンみえ」の基本理念の実現に向け、施策の成果や課題に関す

る議論を通じてＰＤＣＡサイクルを的確に運用し、各部局に対して必要な支援や助言

等を行うことで「みえ元気プラン」の着実な推進を図ります。 

 

  ②（新）「ゼロエミッションみえ」プロジェクト総合推進事業 

 （第２款 総務費 第２項 企画費 ３ 企画費） 

予算額：(R4)  － 千円 → (R5) １６，１８６千円 

事業概要：「ゼロエミッションみえ」プロジェクトの着実な推進に向け、庁内の総合調整を行う

とともに、再生可能エネルギーの特性を生かした地域経済の活性化プロジェクトやＪ

－クレジット等の効果的な活用に係る調査を行います。 

 

 

 

 

 

環境生活部 
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③計画推進諸費 

（第２款 総務費 第２項 企画費 ３ 企画費） 

予算額：(R4) ７，１８７千円 → (R5) ７，１２８千円 

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、広く県民を対象としたア

ンケート調査を行います。 

 

④（新）プロモーション推進事業費 

（第２款 総務費 第２項 企画費 ３ 企画費） 

予算額：(R4) － 千円 → (R5) ４，９９６千円 

事業概要：プロモーションに係る各部局のこれまでの取組を検証するとともに、他自治体の事例

を調査・分析し、全庁的な取組方針を策定します。また、部局横断的な推進本部を設

置し、方針に基づいたプロモーションの戦略的な展開を図ります。 

 

⑤未来につなぐ平和発信事業 

（第２款 総務費 第２項 企画費 ３ 企画費） 

予算額：(R4) ６００千円 → (R5) ６００千円 

事業概要：被爆地広島との交流や被爆・戦争関連資料の展示などを通じて、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ていく機会を設けま

す。 

 

  ⑥（一部新）人口減少対策費 

（第２款 総務費 第２項 企画費 ３ 企画費） 

予算額：(R4) ２０，０００千円 → (R5) ３３，６０４千円 

事業概要：地域の実情に応じた人口減少対策に取り組むため、市町と共同で調査や対策の検討を

実施するとともに、地域のさまざまな主体と連携して、人口減少が著しい南部地域に

おける移住・定住促進や広域的な連携の推進等に取り組む「人口減少対策広域コーデ

ィネーター（仮称）」を設置します。また、引き続き人口減少にかかる調査・分析を

進めるとともに、庁内の総合調整を行い、効果的な対策につなげます。 

 

⑦広域連携推進費 

（第２款 総務費 第２項 企画費 １ 企画調整費） 

予算額：(R4) １１，７１２千円 → (R5) １３，０２１千円 

事業概要：全国知事会や圏域の知事会等に参画し、国への提言活動を実施するとともに地域課題

や県境を越えて取り組むべき広域的課題の解決に向け、他の自治体等と連携した取組

を実施します。 

 

⑧（新）住宅・土地統計調査費 

（第２款 総務費 第３項 統計調査費 ２ 統計調査費） 

予算額：(R4) － 千円 → (R5) ９５，８８５千円 

事業概要：住生活関連諸施策の基礎資料を得るために、県内の約 47,800 世帯を対象に、住宅と

そこに居住する世帯の状況、世帯の保有する土地等の実態について調査を実施します。 

 

 

 

313



 

⑨みえ県民交流センター指定管理事業 

（第２款 総務費 第５項 生活文化費 １ 生活対策費） 

予算額：(R4) ２６，４８３千円 → (R5) 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連携による地域課題の解決に向けた取組が一層進むよう、

「みえ県民交流センター」を拠点としたＮＰＯ活動等の情報発信、セミナー開催等に

よるＮＰＯや中間支援組織の基盤・機能強化に取り組みます。 

環境生活部 
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行政運営２  

 

 

 

【主担当部局：総務部】 

行政運営の目標 

多様な働き方の実現や何事にも挑戦する人材育成等を進めることにより、働き方改革がさらに進み、

新たな行政課題や災害等に迅速かつ的確に対応し、質の高い県民サービスが提供されています。また、

コンプライアンス意識がさらに向上した職員が育ち、県民の皆さんから信頼される県庁となっていま

す。 

 

現状と課題 

①県民の皆さんから信頼される県行政を推進するため、県政の諸課題や多様化する県民ニーズに迅速

かつ的確に対応し、質の高い県民サービスを提供できるよう、「みえ元気プラン」と一体になった

行財政改革の取組により、一層効果的に取組を進めていくことが必要です。 

 

②令和４年度の組織機構等について、人口減少対策をはじめ、多様なニーズに的確に対応できるよう、

所要の改正を行いました。引き続き、県政を取りまく新たな課題や、複雑かつ多様化する行政課題

に対し、迅速かつ的確に対応できる組織体制の整備を検討する必要があります。 

 

③ワーク・ライフ・マネジメントの推進については、令和４年度から取組の名称を「ライフ・ワーク・

マネジメント」に改め、職員の健康確保やライフサイクル等に応じて必要とされる活動への対応な

ど、より「ライフ」を意識した取組を進めています。今後も引き続き、令和６年度時点の全庁目標

の達成に向けて取り組んでいく必要があります。 

 

④「三重県職員人づくり基本方針」に基づき、適切に研修等を実施しながら人材育成に取り組みまし

た。引き続き、同方針に基づき人材育成を進めます。また、「県職員育成支援のための人事評価制

度」等の適切かつ円滑な運用を行い、職員の意欲・能力の向上と組織力の向上に努めました。今後

も引き続き、制度を適切かつ円滑に運用していく必要があります。 

 

⑤各部局の総務課長等を構成員とする「コンプライアンス推進会議」を開催し、事例の共有・検証や

再発防止に向けた意見交換を実施するとともに、職員一人ひとりのコンプライアンス意識の向上や

風通しのよい職場づくりを進めるため、所属においてコンプライアンスミーティングを実施するな

ど、コンプライアンスの推進に取り組んでいます。また、内部統制制度についても、リスクマネジ

メントシートによる進捗管理等を行っています。今後も、職場内のコミュニケーション等を通じた

コンプライアンス意識の向上や内部統制制度の適切な運用が求められます。 

 

⑥三重県公文書等管理条例（令和２年４月施行）の適切な運用により、公文書の適正管理の徹底に取

り組みました。今後も引き続き、公文書の適正管理について職員の意識を高めるための研修の実施

等に取り組んでいく必要があります。 

 

 

 

県民の皆さんから信頼される県行政の推進 
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⑦５月～７月に定期健康診断を実施し、健診結果に基づく就労上の配慮や必要な保健指導を行ってい

ます。また、一定以上の時間外労働を行った職員に対しては、面接指導等を行うことで、過重労働

による健康障害の防止に取り組んでいます。メンタルヘルス対策については、所属長と連携し、サ

ポートシステムによる復職支援やメンタル不調者への相談支援を実施しています。引き続き、健康

課題への対応や過重労働対策、メンタルヘルス対策に取り組んでいく必要があります。 

 

⑧危機発生を未然に防止する事前対策を行うとともに、危機発生時において、迅速かつ的確な対応が

行えるよう、引き続き職員の危機管理意識の徹底や危機対応力を備えた人材育成を行っていく必要

があります。 

 

令和５年度の取組方向 

 

①「仕事の進め方改革の推進」や「コンプライアンスの推進」、「持続可能な行財政基盤の確立」を柱

に、「みえ元気プラン」と一体になった取組を推進し、行財政改革を効果的に進めていきます。 

 

②県政を取り巻く新たな課題や、複雑かつ多様化する行政課題に対し、迅速かつ的確に対応するため、

現行組織の課題を検証し、より一層効果的・効率的な組織体制の整備を図ります。 

 

③職員一人ひとりが主体的に「ライフ」と「ワーク」をコントロールできるよう、引き続きライフ・

ワーク・マネジメントの取組を推進していきます。 

 

④「三重県職員人づくり基本方針」に基づく人材育成を進めるとともに、「県職員育成支援のための人

事評価制度」等の適切かつ円滑な運用により、職員の意欲・能力の向上と組織力の向上に取り組み

ます。 

 

⑤引き続き、職場内のコミュニケーションを活性化し、職員一人ひとりのコンプライアンス意識の向

上を図るとともに、内部統制制度については、職員への周知や理解を促進し、適切な運用を行って

いきます。 

 

⑥三重県公文書等管理条例の運用を通して、公文書の適正管理の徹底に取り組みます。 

 

⑦職員の安全を確保し、こころと体の健康保持・増進を図るため、ストレスチェックをはじめとする

総合的なメンタルヘルス対策の実施や、職場における健康管理、安全衛生管理に取り組みます。 

 

 

⑧研修等を通じて、危機発生の未然防止や危機発生時等に的確な対応が行えるよう、引き続き職員の

危機対応力の向上に取り組みます。 

 

 

 

 

総務部 

防災対策部 
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KPI（重要業績評価指標） 

 
 令和３年度 ４年度 ５年度 ８年度 

項目 
（項目の説明） 

 目標値 目標値 目標値 
現状値 実績値 実績値 実績値 

行財政改革として進める取組の達成

割合 

（行政運営（２、３、６）のＫＰＩ

のうち、行財政改革の取組を適切に

把握できる項目の達成割合） 

 100％ 100％ 100％ 

－ － － － 

「コンプライアンスの徹底」に取り

組んだ所属の割合 

（所属ごとに設定したコンプライア

ンスの徹底に向けた取組を実施した

所属の割合） 

 100％ 100％ 100% 

100％ － － － 

職員の人材育成・働きやすい職場実

感度 

（職員満足度アンケートのうち人材

育成および働きやすい職場をあらわ

す項目において、「そう思う」または

「やや思う」と回答した職員の割合） 

 75.4％以上 75.4％以上 75.4％以上 

75.4％ － － － 

 

 

主な事業 

 

①行政改革推進事業 

（第２款 総務費 第１項 総務管理費 ４ 行政改革推進費） 

予算額：(R4) ２，１５７千円 → (R5) ２，０６０千円 

事業概要：仕事の進め方改革の推進など、引き続き行財政改革の取組を進めるとともに、庁内にお

けるライフ・ワーク・マネジメントの推進に取り組みます。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 

（第２款 総務費 第１項 総務管理費 ２ 人事管理費） 

予算額：(R4) ８１，４７５千円 → (R5) ９６，７３６千円 

事業概要：「三重県職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組にも

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

取り組むことにより、職員のコンプライアンス意識の向上を図ります。さらに、定年引

上げ等に伴い人材マネジメントシステムの改修を行います。 

 

 

 

総務部 
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③文書管理事務費 

（第２款 総務費 第１項 総務管理費 ３ 文書費） 

予算額：(R4) ２４，２７７千円 → (R5) ２４，８６３千円 

事業概要：三重県公文書等管理条例に基づき、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周知や研修を実施します。 

 

④職員健康管理運営費 

（第２款 総務費 第１項 総務管理費 ２ 人事管理費） 

予算額：(R4) ９７，００９千円 → (R5) ９５，６５８千円 

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危機管理推進事業 

（第２款 総務費 第２項 企画費 ５ 危機管理費） 

予算額：(R4) ９９４千円 → (R5) ９８１千円 

事業概要：危機発生の未然防止に努めるとともに、危機発生時に迅速・的確な対応ができるよう、

職務に応じた職員研修等を行います。 

 

防災対策部 
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行政運営３  

【主担当部局：総務部】 

行政運営の目標 

適正な予算編成と、税収確保対策や県有財産の有効活用といった取組を通じて、持続可能な財政運

営のもとで、「みえ元気プラン」の施策が効果的に展開されています。 

現状と課題 

①新型コロナウイルス感染症の感染拡大や原油価格・物価高騰に的確に対応するため、国の交付金等

を活用しながら複数回にわたる補正予算を編成し、適時・適切に対策を講じました。今後も、県民

の命と暮らしを守るための取組など喫緊の課題に対応しつつ、持続可能な財政運営の確保に向けた

取組を推進する必要があります。

②税収確保については、県内８県税事務所における財産調査や滞納処分の早期着手等滞納整理の徹底、

市町支援窓口を通じた市町と連携した取組等により、県税収入未済額の縮減に努めています。今後

もさらに収入未済額を縮減していく必要があることから、市町や三重地方税管理回収機構と連携し

た個人住民税徴収対策の強化に取り組むとともに、引き続き、県民の皆さんが納税しやすい環境の

整備を推進する必要があります。

③「みえ公共施設等総合管理基本方針」に基づく具体的な取組を進めるため、各部局と情報共有等を

行いました。県庁舎等において、引き続き各庁舎管理者による点検や修繕履歴の蓄積を行うメンテ

ナンスサイクルを実施することによって、庁舎の長寿命化を図っていく必要があります。

令和５年度の取組方向 

①持続可能な財政運営の確保に向けて、県民の安全・安心の確保など喫緊の課題に的確に対応しつ

つも、経常的な支出の抑制や多様な財源の確保などに努め、過度に県債に依存することのないよ

う、適正な予算編成に取り組みます。

②県税の滞納整理については、早期に調査を実施し、差押等の滞納処分を進めるとともに、市町や

三重地方税管理回収機構と連携して個人住民税の徴収対策を推進し、県税収入未済額の縮減に努め

ます。また、スマートフォン決済アプリ等による納付の周知とともに、引き続き納税環境の整備を

推進することで、税収確保に取り組みます。

③「みえ公共施設等総合管理基本方針」に基づく取組を進め、県庁舎等について、引き続きメンテナ

ヱスサイクルを実施することで、庁舎の長寿命化を図ります。

持続可能な財政運営の推進 
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KPI（重要業績評価指標） 

 
 令和３年度 ４年度 ５年度 ８年度 

項目 
（項目の説明） 

 目標値 目標値 目標値 
現状値 実績値 実績値 実績値 

経常収支適正度 

（当初予算における経常的支出額を

経常的収入額で除した率※） 

 99.2％ 99.2％ 99.0％ 

99.2％ － － － 

公債費負担適正度 

（当初予算における公債費（うち一

般財源等充当額）を一般財源等総額

で除した率※） 

 22.0％ 21.8％ 21.2％ 

22.2％ － － － 

県税徴収率 

（個人県民税を含む県税収入額を調

定税額で除した率） 

 98.96％ 99.00％ 99.10％ 

98.93％ － － － 

※数値が低いほど財政構造の弾力性があると判断されます。 

 

主な事業 

①予算調整事務費 

（第２款 総務費 第１項 総務管理費 ５ 予算調整費） 

予算額：(R4) ２０１，２１２千円 → (R5) ２８３，９０４千円 

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・予算編成システムの運用及び

再構築等を行います。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。 

 

②電算管理費 

（第２款 総務費 第４項 徴税費 ２ 賦課徴収費） 

予算額：(R4) ７０１，９１０千円 → (R5) ６１６，８２０千円 

事業概要：県税事務を効率的かつ適正、迅速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。 

 

③滞納整理事務費 

（第２款 総務費 第４項 徴税費 ２ 賦課徴収費） 

予算額：(R4) ４４，８０１千円 → (R5) ４４，８４９千円 

事業概要：滞納件数の大部分を占める自動車税や高額滞納事案等について、機動的に滞納整理を行

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、新たに開始した預貯金調査の電子化を推進し、滞納処分のさらなる早期

着手を図ります。 

 

④県庁舎等維持修繕費 

（第２款 総務費 第１項 総務管理費 ６ 財産管理費） 

予算額：(R4) １，２７０，９６４千円 → (R5) １，３７７，９９２千円 

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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行政運営４  

 

 

 

【主担当部局：出納局】 

行政運営の目標 

会計事務に対する県民の皆さんの信頼性を確保するため、公金の適正な管理を行うとともに、会計

事務担当職員が法令・規則に基づいた適正な会計事務を行うことができるよう支援します。また、県

民の皆さんの利便性を向上させるため、手数料等の収納方法の多様化を進めます。 

 

現状と課題 

①会計事務担当職員からの会計相談への対応、各種研修の実施およびeラーニングのコンテンツ整備、

メールマガジンの配信などにより、会計事務担当職員を日常的に支援するとともに、出納局検査に

おいて、内部統制制度の趣旨をふまえた指導や評価を行っています。引き続き、コンプライアンス

の徹底を図り、適正な会計事務の運用が行われるようにする必要があります。 

 

 ②安全性、流動性の確保を優先した基金の運用と、安全性を確保したうえで運用益を確保できる歳計

現金の管理に努めています。今後も基金および歳計現金の資金管理を適正に行うとともに、運用益

の確保に向けてより効果的な運用を検討していく必要があります。 

 

 ③県民の皆さんの公金納付方法の利便性を向上させるため、キャッシュレス収納等（コンビニ・スマ

ホ収納）を導入し、収納方法の多様化を図っています。今後も納付者の利便性のさらなる向上に向

けた取組を進める必要があります。 

 

 ④会計事務担当職員が適正かつ円滑に業務を実施することができるよう、電算システム（財務会計シ

ステム、電子調達システム（物件等））の安定的な稼働と運用に取り組んでいます。引き続き、適

切に運用するとともに、財務会計システムについては、現行システム運用期間満了（令和６年 12

月）に伴う機器更新業務を確実に進める必要があります。 

 

令和５年度の取組方向 

①会計事務担当職員が適正に事務を行うことができるよう、会計事務に関する相談への対応など日常

的な支援を行うとともに、会計事務担当職員の能力向上、知識の習得およびコンプライアンスの徹

底を図るため、各種研修や事前確認・事後検査を実施します。また、国の会計制度や社会情勢の変

化などをふまえて、会計規則等を見直します。 

 

②公金を適正に管理するとともに、支払資金の安定的な確保、安全かつ効率的な歳計現金の運用、お

よび安全性、流動性の確保を優先した基金の運用を行います。 

 

 ③県民の皆さんの利便性を向上させるため、令和３年度に決定した証紙制度の見直しの方向性に沿っ

て、個々の手数料等の状況に応じた収納方法の多様化の取組を進めます。 

適正な会計事務の確保 
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 ④会計事務を行う所属が正確かつ適正に業務を遂行できるよう、電算システム（財務会計システム、

電子調達システム（物件等））を安定稼働させるとともに、財務会計システムについては、令和７

年 1月から運用開始できるよう機器更新業務に取り組みます。 

 

KPI（重要業績評価指標） 

 
 令和３年度 ４年度 ５年度 ８年度 

項目 
（項目の説明） 

 目標値 目標値 目標値 
現状値 実績値 実績値 実績値 

事後検査による文書指導の件数（一

所属あたり） 

（事後検査で文書指導をした件数

を実施所属数で割ったもの） 

 0.95件 0.9件 0.75件 

２年度 

1.0件 
－ － － 

手数料等の収納方法の多様化 

（収入証紙により収納している手

数料等 117業務のうち、電子決済等

他の方法で収納できる業務の割合） 

 ２% 30% 70% 

１% － － － 

 

主な事業 

①会計支援費 

（第２款 総務費 第１項 総務管理費 ９ 会計管理費） 

予算額：(R4) ３７，３２４千円 → (R5) ３７，５８５千円 

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出納管理費 

（第２款 総務費 第１項 総務管理費 ９ 会計管理費） 

予算額：(R4) ９４，２６１千円 → (R5) ９６，９３２千円 

事業概要：県の収入支出に係る日々の出納事務を的確に行うとともに、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。また、手数料等において電子収納を導入するなど、収

納方法の多様化に取り組みます。 

 

③財務会計管理費 

（第２款 総務費 第１項 総務管理費 ９ 会計管理費） 

予算額：(R4) ７９，５６９千円 → (R5) １２１，８１９千円 

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、次期システムの運用開始に向けて、機器の調達及びシステムの移行業務に

取り組みます。 

 

④電子調達システム管理費 

（第２款 総務費 第１項 総務管理費 ９ 会計管理費） 

予算額：(R4) ７９，８８４千円 → (R5) ３４，７３６千円 

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。 

323



行政運営５  

 

 

 

【主担当部局：総務部】 

行政運営の目標 

県民の皆さんに県への意見・提案窓口が周知されるとともに、必要な県政情報が届くよう、新たな

ＤＸ手法を取り入れながら、広聴機能の充実と多様な媒体による情報発信を図ることで、県の広聴広

報活動が県民の皆さんとのコミュニケーションツールとして活用されています。 

 

現状と課題 

①県民の皆さんの意見や提案等を県政運営に生かすため、県民の皆さんからの声を速やかに関係部局

に共有するとともに、引き続き広聴ツールのブラッシュアップを行うことで、広聴機能の充実を図

ることが必要です。 

 

②県民の皆さんが県政情報を日々入手する手段としては、新聞・テレビ・ラジオなどが大きなウェイ

トを占めています。より多くの方に情報が届くよう、積極的に報道機関へ情報を提供していく必要

があります。 

 

③県政情報を県民の皆さんに的確に届けるためには、県民の皆さんが日常的に利用する多様な広報媒

体での情報発信に向けて、新たなメディアでの発信を検討する必要があります。 

 

④県民の皆さんが県政情報を円滑に入手できるよう、県ホームページについては、常時安定した運用・

保守を行っていく必要があります。 

 

⑤県民の皆さんの参加による公正な県政を推進していくためには、行政情報を積極的に公開し、情報

公開制度を適正に運用していくことが必要です。また、個人情報保護法の改正により地方公共団体

の個人情報保護制度が令和５年４月から全国共通ルールとなることから、適正に運用していく必要

があります。 

 

令和５年度の取組方向 

①「県民の声相談」や「みえ出前トーク」等の広聴機能の向上を図るとともに、広聴活動で得た意見、

要望、提案等を県政運営に生かすよう取り組みます。 

 

②県から発信した情報がテレビニュースや新聞等に取り上げられ、より多くの方に県政情報を的確に

届けられるよう質の高いパブリシティに取り組みます。 

 

③県政情報を県民の皆さんに的確に届けるため、県広報紙、新聞、テレビ、ラジオ、インターネット

に加え、新たなツールの導入などにより、効果的な情報発信を行います。 

 

④県ホームページについては、常に安定した運用を維持する必要があることから、ＯＳのアップデー

トやセキュリティの確保など、Ｗｅｂシステムの運用保守を適切に行います。 

 

広聴広報の充実 
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⑤職員を対象とした研修等に取り組むなど、意識の一層の向上を図り、情報公開制度を適正に運用し

ます。また、個人情報保護制度が令和５年４月から全国共通ルールとなることから、制度の周知を

図るとともに、研修や相談対応により職員の理解促進を図るなど、適正な運用となるよう必要な措

置を講じていきます。 

 

KPI（重要業績評価指標） 

 
 令和３年度 ４年度 ５年度 ８年度 

項目 
（項目の説明） 

 目標値 目標値 目標値 
現状値 実績値 実績値 実績値 

みえ出前トークの実施件数 

（県民の皆さんへの施策説明と意見

交換を行う、双方向コミュニケーシ

ョンツールとしての「みえ出前トー

ク」の実施件数） 

 40件 200件 200件 

 

28件 

 

－ 

 

－ 

 

－ 

県政情報（電子版）の提供媒体数 

（県広報紙（電子版）のＷｅｂやア

プリによる提供媒体数） 

 ６媒体 ７媒体 10媒体 

５媒体 － － － 

 

主な事業 

①広聴体制充実事業 

（第２款 総務費 第１項 総務管理費 13 広聴広報費） 

予算額：(R4) ２０，１６９千円 → (R5) １６，４２３千円 

事業概要：県民の皆さんの声を県政運営に生かせるよう、「県民の声相談」を実施するとともに、

「みえ出前トーク」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。 

 

②ＩＴ広聴事業 

（第２款 総務費 第１項 総務管理費 13 広聴広報費） 

予算額：(R4) ５，３１０千円 → (R5) ８，９７９千円 

事業概要：県民の皆さんの意見やニーズを迅速かつ効率的に把握し、政策立案や事業改善を行う

うえでの参考資料とするため、民間のシステムを活用した電子アンケート調査を行い

ます。 

 

③報道等事業 

（第２款 総務費 第１項 総務管理費 13 広聴広報費） 

予算額：(R4) １２，８８７千円 → (R5) １３，２０９千円 

事業概要：県政情報を迅速かつ幅広く周知するため、ニュース性のあるタイムリーな情報を報道

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

例記者会見では手話通訳を付け、動画及びその会見録を公開します。 
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④県政情報発信事業 

（第２款 総務費 第１項 総務管理費 13 広聴広報費） 

予算額：(R4) １０８，１２９千円 → (R5) １０７，９０９千円 

事業概要：より多くの県民の皆さんに対して県政情報を届けるため、県広報紙（「県政だより み

え」）の新聞折込による配布や、スマホアプリを活用した電子版での提供のほか、テ

レビやＳＮＳなどの多様な媒体を活用するなど、それぞれの特性を生かした情報発信

を行います。 

 

  ⑤新聞等広告費 

（第２款 総務費 第１項 総務管理費 13 広聴広報費） 

予算額：(R4) ２９，７４２千円 → (R5) ２９，７４２千円 

事業概要：県政情報を効果的に伝えるため、新聞の紙面を購入してタイムリーな情報提供を行い

ます。 

  

⑥電波広報事業 

（第２款 総務費 第１項 総務管理費 13 広聴広報費） 

予算額：(R4) ５９，９４７千円 → (R5) ６０，３３２千円 

事業概要：県政情報や県の魅力等を県民の皆さん等に届けるため、テレビ・ラジオ番組で発信し

ます。 

 

⑦インターネット情報提供推進事業 

（第２款 総務費 第１項 総務管理費 13 広聴広報費） 

予算額：(R4) ２９，４８２千円 → (R5) ４７，７１０千円 

事業概要：県民の皆さんが県政情報を常時円滑に入手できるよう、Ｗｅｂシステムの安定した運

用を行います。 

 

⑧情報公開・個人情報保護制度運営費 

（第２款 総務費 第１項 総務管理費 12 情報公開費） 

予算額：(R4) ４，６３４千円 → (R5) ９，２８３千円 

事業概要：職員研修や相談対応を通じて情報公開・個人情報保護制度に対するより一層の理解と

意識向上を図るとともに、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、

制度の適正な運用に努めます。 
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行政運営６  

 

 

 

【主担当部局：総務部デジタル推進局】 

行政運営の目標 

デジタル技術を活用した業務プロセス改革や庁内におけるデジタルコミュニケーションが進むなど、

県庁内におけるＤＸが推進され、生産性が向上するとともに、多様で柔軟な働き方が実現しています。 

 

現状と課題 

①県庁ＤＸ推進の核となる人材の育成に加え、全所属でＤＸについての職場内研修を実施し、職員間

の意識、理解の差の解消、対話による組織のＤＸ推進に取り組んでいます。県庁ＤＸを推進してい

くためには、今後も核となる人材を育成するとともに、職員全体の能力向上に取り組む必要があり

ます。 

 

②サイバー攻撃が増加している現状をふまえ、県情報ネットワークや庁内システムの情報セキュリテ

ィ対策を徹底するとともに、安定運用に努める必要があります。また、県庁ＤＸの推進に向け、令

和４年度より業務効率化とさらなる生産性の向上をめざした基盤整備を進めており、その効果が最

大限に発揮されるよう運用ルールの見直しやさらなるデジタル環境の充実に取り組む必要があり

ます。 

 

③令和４年度に進めている基盤整備にあわせ、一人一台パソコンを持ち寄っての会議やビジネスチャ

ット等を活用した情報共有・意見交換などの庁内におけるデジタルコミュニケーションのあり方の

検討などを行うとともに、各所属からの要請に基づくデジタル化支援やＡＩ－ＯＣＲ・ＲＰＡ等の

デジタル技術を活用した業務効率化に取り組んでいます。引き続き、デジタルコミュニケーション

の推進やデジタル技術を活用した業務プロセス改革に取り組む必要があります。 

 

④各部局が保有している情報システムの最適化に向けて、企画・構築・運用に至る各工程において、

支援・審査・評価を行うとともに、各部局が取り組むデジタル技術を活用したＤＸ関連事業につい

ても、助言・支援を行っています。今後も全庁の情報システム及びＤＸ関連事業が適切に実施され

るよう、引き続き各部局の取組を支援していく必要があります。 

 

令和５年度の取組方向 

①昨年度に引き続き、部局のＤＸ推進を牽引していく「ＤＸ推進スペシャリスト」、デジタルツール

活用全般のサポート等を行う「デジタル活用推進員」を育成します。また、職員の役割に応じて必

要なスキル等を身につける「階層別研修」や、行政のＤＸを進める上で必要となる考え方の理解を

促進するため、「職場内ＤＸ研修」を実施します。 

 

②県情報ネットワークや庁内システムについて、引き続き、情報セキュリティ対策の徹底と安定運用

の両立に努めます。また、ＤＸ推進基盤の整備により新たに導入されるメール、グループウェア等

のコミュニケーションツールが効果的に活用されるよう、運用ルールの見直しを進めるとともに、

一人一台パソコンを活用したテレワークの強化等のデジタル環境の充実に取り組みます。 

 

県庁ＤＸの推進 
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③新たに導入するコミュニケーションツールを活用し、庁内におけるデジタルコミュニケーションを

推進するとともに、デジタル技術を活用した業務改善支援や多くの職員が関係しデジタル化による

効果が大きい業務を対象とした業務プロセス改革に取り組みます。 

 

④各部局が取り組むＤＸ関連事業の助言・支援及び情報システムの適正化を図るための支援・審査・

評価を継続して行います。 

 

KPI（重要業績評価指標） 

 
 令和３年度 ４年度 ５年度 ８年度 

項目 
（項目の説明） 

 目標値 目標値 目標値 
現状値 実績値 実績値 実績値 

ＤＸ推進スペシャリストが参画した

業務改善等の取組件数 

（各部局でのＤＸ推進を牽引する人

材として育成しているＤＸ推進スペ

シャリストが参画した業務改善等の

ＤＸ推進に向けた取組の件数） 

 

 

 

20件 40件 100件 

 

10件 

 

－ － － 

デジタルコミュニケーションが定着

していると感じる職員の割合 

（デジタルコミュニケーション（①

一人一台パソコンを持ち込んでのペ

ーパレス会議の開催、②Ｗｅｂ会議

の開催、③チャットを活用した情報

共有）が定着していると感じる職員

の割合） 

 

 

 

40％ 50％ 80％ 

 

35.8％ 

 

－ － － 

 

主な事業 

①県庁ＤＸ推進事業 

（第２款 総務費 第１項 総務管理費 10 情報対策費） 

予算額：(R4) １２３，０８９千円 → (R5) １１７，６９２千円 

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、ＡＩ－ＯＣＲやＲＰＡ

等のデジタル技術を活用した業務効率化を進めます。また、多様で柔軟な働き方の実

現へ向けて、引き続き、在宅勤務システムやＷｅｂ会議システムの運用を行います。 

 

②情報システム運用事業 

（第２款 総務費 第１項 総務管理費 10 情報対策費） 

予算額：(R4) １８３，６２９千円 → (R5) ５５１，５１８千円 

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、引き続き、総合文書管

理システムや職員向けの情報提供システム等の運用を行います。 
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③情報ネットワーク基盤管理費 

（第２款 総務費 第１項 総務管理費 10 情報対策費） 

予算額：(R4) １，１３７，４００千円 → (R5) ８２９，３８８千円 

事業概要：県と市町を結ぶ「三重県情報ネットワーク」や同ネットワークをインターネットに安

全に接続する「自治体情報セキュリティクラウド」等の安定運用に努めます。また、

「三重県ＤＸ推進基盤」として令和４年度に整備した庁内コミュニケーションツール

やデータ活用基盤等の運用を通じ、デジタルコミュニケーションの推進による業務効

率化や生産性のさらなる向上とデータ活用による県民目線の行政サービスの創出に

取り組みます。 

 

④デジタル投資の効率化事業 

（第２款 総務費 第１項 総務管理費 10 情報対策費） 

予算額：(R4) １６，１８５千円 → (R5) ３３，８３１千円 

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。 

 

 

 

330



 

331



行政運営７  

 

 

 

【主担当部局：県土整備部】 

行政運営の目標 

公共事業の実施プロセスの公正性・透明性が確保され、事業を適正かつ着実に実施することにより、

公共事業の成果が県民の皆さんに届き、公共事業への信頼感が向上しています。 

建設業の魅力発信や働き方改革、建設現場の生産性の向上等を推進することにより、建設業の担い

手確保等につながり、「地域の守り手」である地域の建設企業による社会資本の整備・維持管理や災害

対応等が実施され、県民の皆さんの安全・安心が確保されています。 

建設工事等の受注者への不当要求等が根絶され、適正な履行環境が確保されています。 

 

現状と課題 

①公共事業評価については、「三重県公共事業評価審査委員会」における調査審議により公共事業の適

正化に取り組んできました。引き続き、公共事業を取り巻く状況の変化に対応した評価を行い、公

共事業の適正な執行に取り組む必要があります。 

②入札契約制度については、「三重県入札等監視委員会」の調査審議をふまえ、制度の改善、適正な運

用に取り組んできました。引き続き、公共事業を取り巻く状況の変化に対応した制度の改善等に取

り組む必要があります。 

③公共事業の適正な執行のために電子調達システムや設計積算システムなどの安定運用に取り組んで

います。また、進行管理システムについては、令和５年度中に現システムのＯＳがサポート期限を

迎えることから、次期システムの令和６年度の運用開始に向け、構築業務に着手したところであり、

引き続き、計画的に業務を進める必要があります。 

④建設業は災害対応等、「地域の守り手」として、県民の皆さんの安全・安心の確保に重要な役割を担

っていますが、人口減少・高齢化の流れが加速する中、未来に存続していくには、担い手の確保が

急務となっています。このため、新・担い手３法をふまえ策定した「第三次三重県建設産業活性化

プラン」に基づき、担い手確保に向けた建設業の魅力発信や働き方改革の推進、生産性の向上など

の取組を進めてきました。引き続き、これらの取組を一層推進していく必要があります。また、「第

三次三重県建設産業活性化プラン」が令和５年度までの計画であるため、次期プランの策定に取り

組む必要があります。 

 

⑤建設業者が安心して事業を営むことができるよう、建設工事等の受注者への不当要求等に対しては、

警察や建設業界などと連携した「三重県建設工事等不当要求等防止協議会」を令和３年に設立し、

体制の強化を図りました。引き続き、建設工事等の受注者への不当要求等の根絶に向け取り組む必

要があります。 

 

 

 

 

 

 

公共事業推進の支援 
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令和５年度の取組方向 

①「三重県公共事業評価審査委員会」の調査審議を受け、公共事業を取り巻く状況の変化に対応した

事業の評価を行い、公共事業の適正な執行に取り組みます。 

 

②「三重県入札等監視委員会」の調査審議を受け、公共工事の公正性・透明性を確保しつつ、公共事

業を取り巻く状況の変化に対応するための入札契約制度の改善、適正な運用に取り組みます。  

 

③公共事業の適正な執行のために、引き続き、電子調達システムや設計積算システムなどの安定運用

を図ります。また、次期進行管理システムについては、更なる業務の効率化に向けてシステムを構

築することとし、計画的に構築業務を進めていきます。 

 

④地域の建設業が未来に存続し、その役割を果たせるよう、「第三次三重県建設産業活性化プラン」

に基づき、担い手確保に向けた建設業の魅力発信や働き方改革推進のための週休二日制工事の拡大

に取り組みます。また、生産性向上への取組として施工時期の平準化およびＩＣＴ活用工事の工種

拡大、ＢＩМ／ＣＩМの試行の継続などの各種取組を進めます。さらに、技能者の処遇改善等に向

け建設キャリアアップシステム（ＣＣＵＳ）の活用促進などに取り組みます。これらの取組を引き

続き市町へ要請します。また、「第三次三重県建設産業活性化プラン」については、取組実績等を

分析し、令和６年度からの次期プランの策定に取り組みます。 

 

⑤「三重県建設工事等不当要求等防止協議会」を積極的に運営し、関係機関等と連携して、建設工事

等の受注者への不当要求等の根絶に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

333



KPI（重要業績評価指標） 

 
 令和３年度 ４年度 ５年度 ８年度 

項目 
（項目の説明） 

 目標値 目標値 目標値 
現状値 実績値 実績値 実績値 

公共事業の適正な執行 

（「三重県公共事業評価審査委員

会」、「三重県入札等監視委員会」の

調査審議等を受け、公共事業が適正

に執行されていること） 

 

 

 

適正な執行の

継続 

適正な執行の

継続 

適正な執行の

継続 

 

適正に執行 

 

－ － － 

週休二日制工事（４週８休）の達成

率 

（週休二日制として発注した工事の

うち、４週８休を達成した工事の割

合） 

 

 

60％ 

 

70% 100％ 

37％ 

 

－ 

 

－ － 

ＩＣＴ活用工事（土工）の実施率 

（ＩＣＴ活用工事（土工）の対象と

して発注された工事のうち、ＩＣＴ

を活用した工事の割合） 

 

 

72％ 

 

79％ 100％ 

65％ 

 

－ 

 

－ － 

建設工事等の受注者への不当要求等

に対する適正な履行環境の確保 

（「三重県建設工事等不当要求等防

止協議会」を積極的に運用し、建設

工事等の受注者への不当要求等が排

除され、適正な履行環境が確保され

ていること） 

 

適正な履行環

境の継続的な

確保 

適正な履行環

境の継続的な

確保 

適正な履行環

境の継続的な

確保 

適正な履行 

環境を確保 

 

－ 

 

－ － 
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主な事業 

①公共事業評価制度事業 

（第８款 土木費 第１項 土木管理費 １ 土木総務費） 

予算額：(R4) ８０２千円 → (R5) ８０２千円 

事業概要：「三重県公共事業評価審査委員会」を開催し、公共事業の再評価・事後評価を行うこ

とにより、公共事業を取り巻く状況の変化に対応し、適正な執行を行います。 

 

②入札等監視委員会開催事業 

（第８款 土木費 第１項 土木管理費 ２ 建設業指導監督費） 

予算額：(R4) ３９６千円 → (R5) ３９６千円 

事業概要：「三重県入札等監視委員会」を開催し、公共工事の公正性・透明性を確保しつつ、公

共事業を取り巻く状況の変化に対応した入札契約制度の改善、適正な運用を行います。 

 

③公共工事進行管理システム事業 

（第８款 土木費 第１項 土木管理費 １ 土木総務費） 

予算額：(R4) １１８，７７０千円 → (R5) １５９，６７０千円 

事業概要：予算の枠付や事業執行、検査など、公共事業執行に必要な一連の事務手続きに使用す

る進行管理システムの更新を行います。 

 

④次期三重県建設産業活性化プラン策定事業 

（第８款 土木費 第１項 土木管理費 １ 土木総務費） 

予算額：（R4） ― 千円 → （R5） ２，８２９千円 

事業概要：第三次三重県建設産業活性化プランの取組の効果検証を行い、次期三重県建設産業活

性化プランを策定します。 
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令和５年度当初予算 議会事務局 取組概要 
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【主担当部局：議会事務局】 

県民の皆さんとめざす姿 

三重県議会では、分権時代を先導する議会をめざし、県民自治の観点から、真の地方自治の実現に

取り組むという基本理念及びそれを実現するための基本方向を定め、地方自治の本旨に基づく県民の

皆さんの負託に的確にこたえ、もって県民福祉の向上及び県勢の伸展に寄与しています。 

 

現状と課題 

①三重県議会では、県民が参画しやすい開かれた議会運営を行うこととしています。その一環として、

令和４年８月にみえ高校生県議会＜参加校８校、参加高校生 26名＞、11月に「人口減少対策～移住

による地域おこし～」をテーマに大台町で「みえ現場 de 県議会」を開催しました。直接県民の方々

と意見交換することで、議会に対する関心を高め、議会を身近に感じてもらうとともに、多様な県民

の意見を取り入れ、議会での議論に生かしていく必要があります。 

 

②議会基本条例に掲げる基本方針に沿って議会活動を行うため、議員任期の４年間で特に注力して実施

すべき取組を示した「議会活動計画」を任期の初年度にあたる令和元年(2019)に策定しました。令和

４年度は任期の最終年度であり、４年間の活動を検証するため、県民意識調査や議員アンケートを実

施したうえで、複数の外部有識者から評価を受け、そこで明らかになった課題を次期改選後の議会活

動につなげられるよう、取りまとめています。「議会活動計画」に基づき、取組成果の確認と継続的な

改善を進めていく必要があります。 

 

③県政を取り巻く諸課題に取り組むとともに、独自の政策提言・政策立案に取り組む必要があります。 

令和３年度から「花や木で健やかな三重をつくる条例策定調査特別委員会」を設置しており、条例制

定に向けて調査・検討を行っていく必要があります。 

 

④議会経費の縮減のため、令和元年５月から令和５年４月までの議員報酬を１割、政務活動費を３割減

額し、令和２年７月から令和３年６月までの１年間は、政務活動費をさらに 15％削減しました。政務

活動費については、領収書等を県議会ホームページで公開していますが、引き続き透明性を確保して

いく必要があります。 

 

⑤令和２年度に、感染症や災害に迅速に対応できるよう、オンラインによる委員会の開催を可能とする

条例改正を行い、各議員がオンラインを活用した委員会にスムーズに参加できるよう、令和４年度は

オンライン委員会の議員向けマニュアルを作成するとともに、資料閲覧システムを導入し、全議員を

対象とした操作説明会を行いました。また、臨機に正確な議事運営ができるよう、模擬形式によるオ

ンライン委員会を実施するとともに、代表者会議や議会運営委員会においてもオンラインを活用して

開催する等、実績を積んでいます。 

引き続き、全議員のタブレット端末等の日常的な使用や配付資料の電子化等、議会のスマート化を進

めていく必要があります。 

 

 

Ⅰ「守る」～命と暮らしの安全・安心を実感できるために～ 

 Ⅰ－１ 防災対策 

   Ⅰ－１－１ 防災対策の推進   

   Ⅰ－１－２ 治山・治水・海岸保全対策の推進 

分権時代を先導する議会をめざして 

 

 

○ ○○ 
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令和５年度の取組方向 

①議会活動計画における外部有識者からの評価の中で、県民との意見交換の場となっている高校生議

会や現場 de県議会が高く評価されたことから、それらの取組をさらに充実させていきます。 

 

②県民意識調査の結果から、若年層において県議会に対する認知度が低いことが明らかになり、外部

有識者から、主権者教育に取り組むようアドバイスをいただきましたので検討していきます。また、

これらを踏まえた新しい議会活動計画の策定に取り組みます。 

 

③提出された議案の審議等を行うほか、県民本位の立場から独自の政策提言や条例案などの政策立案

に取り組みます。 

 

④調査研究その他の活動に資するために交付する政務活動費について、今後も使途の透明性の確保に努

めます。 

 

⑤本会議のオンライン開催も視野に入れながら、引き続き、議会のスマート化の取組を進めていきま

す。 

 

⑥円滑で、県民の皆さんにわかりやすい議事運営のため、議場音響設備の更新に取り組みます。 

 

主な事業 

①県議会広聴広報推進事業 

（第１款 議会費 第１項 議会費 １ 議会費） 

予算額：(R4)  １２０，９１６千円 → (R5)  １１３，４７５千円 

事業概要：本会議等のテレビやインターネットによる中継、「みえ県議会だより」の発行、新聞 

     広報及び「みえ現場ｄｅ県議会」など議会の広聴広報活動を行います。 

 

②議会運営事業 

（第１款 議会費 第１項 議会費 １ 議会費） 

予算額：(R4)  １３６，１６７千円 → (R5)  ２３８，４４０千円 

事業概要：本会議や委員会の開催など、議会運営に関する諸事務、議場音響設備の更新を行いま

す。 

 

③政策立案機能強化事業 

（第１款 議会費 第１項 議会費 １ 議会費） 

予算額：(R4)  ２，３４１千円 → (R5)  ２，３４６千円 

事業概要：議会及び議員の政策立案機能の強化や議会改革の推進を図るため、各種検討会や全議 

員を対象にした勉強会等を実施します。 

 

 

 

339


	【済】00_1_表紙
	【済】00_2_①（施策別）R5施策別要求事業一覧
	【済】00_2_②（部別）R5施策別要求事業一覧
	【済】00_3_主担当部別目次
	【済】01-0_★区切り（施策）
	【済】01-1_災害対応力の充実・強化_防災対策部_0125（取組概要）
	【済】01-2_地域防災力の向上_防災対策部_0130（取組概要）※取組方向⑦
	【済】01-3_災害に強い県土づくり_県土整備部_220120
	【済】02-1_◎◎余白◎◎（1ページ） 
	【済】02-1_地域医療提供体制の確保_医療保健部_230125
	【済】02-2_◎◎余白◎◎（1ページ） 
	【済】02-2_感染症対策の推進_医療保健部_230120
	【済】02-3_◎◎余白◎◎（1ページ）
	【済】02-3_介護の基盤整備と人材確保_医療保健部_230125
	【済】02-4_健康づくりの推進_医療保健部_230120
	【済】03-1_犯罪に強いまちづくり_警察本部_230118
	【済】03-2_◎◎余白◎◎（1ページ）
	【済】03-2_交通安全対策の推進_環境生活部（取組概要）_230120
	【済】03-3_消費生活の安全確保_環境生活部（取組概要）_230120
	【済】03-4_◎◎余白◎◎（1ページ）
	【済】03-4_食の安全・安心と暮らしの衛生の確保_医療保健部_230125
	【済】04-1_脱炭素社会の実現_環境生活部環境共生局（取組概要）_230120
	【済】04-2_循環型社会の構築_環境生活部環境共生局（取組概要）_230120
	【済】04-3_◎◎余白◎◎（1ページ） 
	【済】04-3_自然環境の保全と活用_農林水産部_230120
	【済】04-4_生活環境の保全_環境生活部環境共生局（取組概要）_230130
	【済】05-1_持続可能な観光地づくり_雇用経済部観光局_20221123
	【済】05-2_◎◎余白◎◎（1ページ）  
	【済】05-2_戦略的な観光誘客_雇用経済部観光局_20221125
	【済】05-3_三重の魅力発信_雇用経済部_20230120
	【済】06-1_◎◎余白◎◎（1ページ）   
	【済】06-1_農業の振興_農林水産部_230127
	【済】06-2_◎◎余白◎◎（1ページ）   
	【済】06-2_林業の振興と森林づくり_農林水産部_230127
	【済】06-3_◎◎余白◎◎（1ページ）   
	【済】06-3_水産業の振興_農林水産部_230127
	【済】06-4_農山漁村の振興_農林水産部_230127
	【済】07-1_◎◎余白◎◎（1ページ）   
	【済】07-1_中小企業・小規模企業の振興_雇用経済部_20230126
	【済】07-2_◎◎余白◎◎（1ページ）   
	【済】07-2_ものづくり産業の振興_雇用経済部_20230120
	【済】07-3_企業誘致の推進と県内再投資の促進_雇用経済部_20230123
	【済】07-4_◎◎余白◎◎（1ページ）   
	【済】07-4_国際展開の推進_雇用経済部_20230123
	【済】08-1_◎◎余白◎◎（1ページ）   
	【済】08-1_若者の就労支援・県内定着促進_雇用経済部_20221126
	【済】08-2_多様で柔軟な働き方の推進_雇用経済部_20221126
	【済】09-1_◎◎余白◎◎（1ページ）   
	【済】09-1_市町との連携による地域活性化_地域連携部_230123（取組概要）
	【済】09-2_移住の促進_地域連携部_230123（取組概要）
	【済】09-3_◎◎余白◎◎（1ページ）   
	【済】09-3_南部地域の活性化_地域連携部南部地域活性化局_230123（取組概要）
	【済】09-4_◎◎余白◎◎（1ページ）   
	【済】09-4_東紀州地域の活性化_地域連携部南部地域活性化局_230123（取組概要）
	【済】10-1_社会におけるDXの推進_デジタル社会推進局_230130【】 
	【済】10-2_◎◎余白◎◎（1ページ）   
	【済】10-2_行政サービスのDX推進_デジタル社会推進局_230120【】
	【済】11-1_道路・港湾整備の推進_県土整備部_220120
	【済】11-2_公共交通の確保・充実_地域連携部_230125（取組概要）ver2
	【済】11-3_◎◎余白◎◎（1ページ）   
	【済】11-3_安全で快適な住まいまちづくり_県土整備部_220120
	【済】11-4_◎◎余白◎◎（1ページ）   
	【済】11-4_水の安定供給と土地の適正な利用_地域連携部_230123（取組概要）
	【済】12-1_◎◎余白◎◎（1ページ）   
	【済】12-1_人権が尊重される社会づくり_環境生活部（取組概要）_230120
	【済】12-2_◎◎余白◎◎（1ページ）   
	【済】12-2_ダイバーシティと女性活躍の推進_環境生活部（取組概要）_230127
	【済】12-3_◎◎余白◎◎（1ページ）   
	【済】12-3_多文化共生の推進_環境生活部（取組概要）_230120
	【済】13-1_地域福祉の推進_子ども・福祉部_0130
	【済】13-2_障がい者福祉の推進_子ども・福祉部_0127
	【済】14-1_未来の礎となる力の育成_教育委員会_230120
	【済】14-2_◎◎余白◎◎（1ページ）   
	【済】14-2_未来を創造し社会の担い手となる力の育成_教育委員会_230120
	【済】14-3_◎◎余白◎◎（1ページ）   
	【済】14-3_特別支援教育の推進_教育委員会_230120
	【済】14-4_◎◎余白◎◎（1ページ）   
	【済】14-4_いじめや暴力のない学びの場づくり_教育委員会_230120
	【済】14-5_誰もが安心して学べる教育の推進_教育委員会_230120
	【済】14-6_学びを支える教育環境の整備_教育委員会_230120
	【済】15-1_子どもが豊かに育つ環境づくり_子ども・福祉部_0130
	【済】15-2_◎◎余白◎◎（1ページ）   
	【済】15-2_幼児教育・保育の充実_子ども・福祉部_0127
	【済】15-3_◎◎余白◎◎（1ページ）   
	【済】15-3_児童虐待の防止と社会的養育の推進_子ども・福祉部_0127
	【済】15-4_◎◎余白◎◎（1ページ）   
	【済】15-4_結婚・妊娠・出産の支援_子ども・福祉部_0127
	【済】16-1_◎◎余白◎◎（1ページ）   
	【済】16-1_文化と生涯学習の振興_環境生活部（取組概要）_230127
	【済】16-2_競技スポーツの推進_地域連携部スポーツ推進局_230123（取組概要）
	【済】16-3_◎◎余白◎◎（1ページ）   
	【済】16-3_地域スポーツと障がい者スポーツの推進_地域連携部スポーツ推進局_230123（取組概要）
	【済】20-0_★区切り（行政運営）
	【済】20-1_行政運営1_総合計画の推進_戦略企画部 （0120財政課提出）
	【済】20-2_◎◎余白◎◎（1ページ）   
	【済】20-2_行政運営2_県民の皆さんから信頼される県行政の推進_総務部【反映済】
	【済】20-3_行政運営3_持続可能な財政運営の推進_総務部【反映済】
	【済】20-4_行政運営4_適正な会計事務の確保_出納局_221120【】
	【済】20-5_行政運営5_広聴広報の充実_戦略企画部（0120財政課提出）【未】
	【済】20-6_◎◎余白◎◎（1ページ）   
	【済】20-6_行政運営6_県庁DXの推進_デジタル社会推進局_230130【】
	【済】20-7_◎◎余白◎◎（1ページ）   
	【済】20-7_行政運営7_公共事業推進の支援_県土整備部_220120
	【済】30-0_◎◎余白◎◎（1ページ）   
	【済】30-0_★区切り（議会）
	【済】30-1_議会事務局
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ



