
             平成１８年度重要課題対応枠充当事業一覧表 （非公共事業）

(単位：千円）

部  (局)  名 事 業 名 事 業 概 要

事業費 県費

620 政策部
（旧 総合企画局） 総合計画進行管理事業費

「県民しあわせプラン・戦略計画」の計画期間が２００６年度（平
成１８年度）で終了するため、県民の皆さんの参画を得て、「県民
しあわせプラン」を着実に推進するための中期実施計画である、
次期戦略計画の策定に向けた取組を進める。

12,637 12,637

620 政策部
（旧 総合企画局） 政策企画調査費

みえの文化力を生かす先導的な取組として、２０１３年の式年
遷宮も視野にいれて、「こころのふるさと三重」づくりをテーマとし
た集客交流・文化発信の中長期戦略について調査する。

6,887 6,887

620 政策部
（旧 総合企画局） 「新しい時代の公」推進事業費

「新しい時代の公」の課題である「公」の活動を支えるための資
金の確保について、具体的な解決に向けた取組を推進するた
め、資金地域モデル事業を試行的に実施、検証し、その成果を
これから取り組む市町に対し提案する。

3,000 3,000

234
政策部
（科学技術振興
センター）

地域天然資源の有効成分活用研究事
業費

県内で生産される天然資源や未利用の天然資源を医薬品や
機能性食品として活用するため、有効成分や安全性を調査し、
データベース化を図るとともに、有用な天然資源として活用の可
能性が高い素材を利用した医薬品・食品素材化の研究を実施す
る。

4,997 4,997

513
政策部
（科学技術振興
センター）

競争的研究プロジェクト戦略推進事業
費

  三重県が国等の競争的研究資金を戦略的かつ計画的に獲得
するため、科学技術振興センター独自のコーディネータを設置
し、県内大学や企業との研究調整と連携を行う。また、科学技術
振興センターを含む産学官大型研究プロジェクトの確実な構築・
応募に向けて、研究プロジェクト育成試験を実施する。

3,913 3,913

522 政策部
（旧 地域振興部） みえの地域文化資源活用貸付金

   市町等が取り組む歴史的・文化的に意義のある隠れた地域資
源の保存・活用及びその周辺整備などに要する資金への貸付を
行う。

100,100 100,100

534 政策部
（旧 地域振興部） 熊野古道センター（仮称）運営事業費

   平成１８年度中にオープン予定の熊野古道センター（仮称）に
ついて、地域住民や活動団体などが参加した事業を行う（プレイ
ベント、オープンイベントを含む）。

9,628 9,628

政策部 計 ７事業 141,162 141,162

630 総務部
（旧 総務局）

組織管理事務費（うち内部管理事務
一元化検討事業費）    総務事務のさらなる一元的処理に向けた検討を進める。 10,638 10,638

総務部 計 １事業 10,638 10,638

311
防災危機管理部
（旧 防災危機管理
局）

新地震対策アクションプログラム策定
事業費

   地震対策を推進するため、新地震対策アクションプログラムを
策定する。 13,694 13,694

防災危機管理部 計 １事業 13,694 13,694

111 生活部 人権文化のまちづくり創造事業費

   人権文化の豊かな地域社会の創造に向けて、人権の視点に
よるまちづくりを推進するための課題や取組について、県民やＮ
ＰＯ、学校、企業等と協働しながら検討するとともに、地域におけ
る人権尊重のまちづくりのための学びの場の整備や人権相談の
ための体制づくりを支援する。

5,179 5,179

H18当初予算施策
番号



(単位：千円）

部  (局)  名 事 業 名 事 業 概 要

事業費 県費

H18当初予算施策
番号

123 生活部 青少年の生き生き創造力活用事業費

高校生等で組織される地域団体の活動を支援しようとする企業
や団体等の協賛を得ながら、高校生世代の青少年が有する柔
軟な発想や創造力を活かした、主体的な青少年健全育成条例
の啓発や非行防止活動が実施される環境づくりを進める。

2,717 2,717

131 生活部 感性を磨く「言の葉」のくに・みえづくり
事業費

   バーチャル吟行や言の葉談義等の開催を通じて、本県に息づ
く「言の葉」を大切にする独自の文化を再認識するとともに、教材
活用や出前講座の開催等を通じて、社会的な課題となっている
子どもたちの感じる力を磨き、思いやる力やコミュニケーション能
力の向上を図る。

7,336 7,336

211 生活部 ニートサポート事業費

  無業者（ニート）やひきこもりなどの若年者の就労自立を支援す
るため、ＮＰＯや関係機関等との有機的な連携を図りながら、本
人や保護者等へのサポート情報や就労体験機会を提供すること
により、早期の就労につないでいく。

9,612 9,612

211 生活部 障害者雇用促進費
   ＩＴを活用した障害者の在宅就労を支援するため、ＮＰＯ等との
協働により障害者の特性に応じたＩＴ活用の自立支援プログラム
を作成し、障害者へのＩＴサポート等を行う。

3,516 3,516

生活部 計 ５事業 28,360 28,360

112 健康福祉部 ＤＶ対策基本計画推進事業費

   三重県ＤＶ防止及び被害者保護基本計画（平成18年3月策定
予定）に基づき、ＤＶ被害者の早期発見、保護及び自立支援など
を総合的に推進する。特に、被害者の自立支援については、多
様な主体による支援策の提供とそれを創るためのしくみを構築
するなど民間団体等との協働を進める。

426 426

331 健康福祉部 イキイキ健康協働推進事業費

   働く世代の健康づくりの推進に向け、中小企業等において
ウォーキングによる健康づくりが推進されるよう、企業、商工団
体等と協働してウォーキングに関するプログラムの作成等を行う
とともに、その活用のためのしくみづくりに取り組む。

3,369 3,369

331 健康福祉部 みえの食文化展開事業費

   県民の豊かな食生活に資するため、県内の郷土食の調理方
法や由来などを調査し、こどもから高齢者までの各ライフステー
ジに応じた提案を加え、「みえの食文化」の継承、展開活動を実
施する。

6,134 6,134

332 健康福祉部 母子自立支援員設置事業費    母子及び寡婦福祉資金にかかる未収債権の適正な回収のた
め、回収体制の充実と専門性の向上を図る。 2,456 2,456

341 健康福祉部 地域医療推進事業

   地域医療の充実を図るため、三重大学に寄附講座を設置し、
地域の基幹病院をモデルに魅力ある地域医療体制づくりを行う
とともに、パートタイム等多様な勤務ができるよう、医療機関と医
師の調整を図ることで、就業に結びつけるドクターバンクを設置
する。

42,509 41,255

344 健康福祉部 地域貢献シニア参画支援事業費
   高齢者の知識や活力が地域の課題解決のための社会貢献活
動にも活かされるよう、活動に必要な情報や技能などの修得,活
動のためのしくみづくりなどを支援する。

8,173 8,173

健康福祉部 計 ６事業 63,067 61,813

221 環境森林部 木材コンビナート再生事業費
   森林資源の循環利用を進めるため、松阪木材コンビナートを
核とした県産材の原木集荷から製品供給までの安定供給体制
の再構築に向けた活性化計画を策定する。

15,000 15,000



(単位：千円）
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事業費 県費

H18当初予算施策
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411 環境森林部 認定リサイクル製品調査事業費

   平成17年度に有害物質等の安全性確認調査を行った既認定
リサイクル製品のうち、焼却灰等を原材料とし、土壌と混ぜて使
用する製品について、使用条件下での安全性確認調査を実施す
る。

 また、新たに認定する製品についても、立入検査とともに製品
サンプルの採取と分析を実施する。

6,616 6,616

411 環境森林部 産業廃棄物監視機能強化推進事業費
   資源循環型社会の推進を背景に、リサイクルと称する不法投
棄や不適正大量保管の可能性がある木くず、汚泥、廃プラスチッ
ク類等について、発生現場、利用現場の監視を重点的に行う。

4,708 4,708

422 環境森林部 多様な主体による森林づくり事業費

   ボランティアや企業等が森林整備に参加する社会にしていくた
め、多様な主体の森林整備活動をサポートし、自発的に森林整
備に取り組む地域づくりを進める。 5,815 5,815

442 環境森林部 北部広域圏広域的水道整備計画（変
更）策定事業費

   北中勢水道用水供給事業の適正な水量に基づく広域的な施
設整備を推進するため、水道法の規定に基づく北部広域圏広域
的水道整備計画の変更を行う。

11,651 11,651

環境森林部 計 ５事業 43,790 43,790

222 農水商工部 地域資源ブランド化支援調査事業費

   地域の事業者が連携し、農林水産資源を活用した個性ある高
付加価値化戦略を主体的に展開している姿を目指し、マーケット
インの発想で高付加価値化戦略を実践する「人材の育成」と相
乗効果の発揮を可能にする「ネットワーク形成」を構築するため
の基礎調査を行うとともに、その素材となる農林水産物に関する
知的財産の効率的な発掘・活用について専門家委員会で検討
し、事業者に活用を促すセミナーを実施する。

8,000 8,000

223 農水商工部 集落営農組織育成支援事業費

   集落営農を希望する集落へ農地の専門家を派遣し、集落内の
農地状況の把握・分析、農地利用ビジョンの策定、利用権設定
の支援など集落内の農地プロデュースを行い、営農組織の設立
と組織の特定農業団体化・特定農業法人化を推進する。

79,245 79,245

232 農水商工部 中小・ベンチャー企業の知的財産創造
に向けた戦略的支援事業費

   中小・ベンチャー企業が、企業価値と競争力の源泉である独
自技術やノウハウを含めた知的財産を創造、権利化、活用、保
護し、総合的な戦略として経営に結びつけていくマネジメント能力
を醸成するためのインフラ整備を行い、中小・ベンチャー企業の
独創的な新事業・サービス創出に向けた取組を支援する。

5,880 5,880

233 農水商工部 伊勢志摩観光推進事業費
   三重県観光の大きな柱である伊勢志摩地域において、三重県
観光振興プランの実現、伊勢志摩地域の誘客拡大など、伊勢志
摩地域で総合的な観光振興を地域と県が協働で取り組む。

15,000 15,000

農水商工部 計 ４事業 108,125 108,125

312 県土整備部 七里御浜海岸を自然にもどす検討調
査費

近年、侵食が著しい七里御浜海岸を自然にもどす調査検討を
行う。 15,000 15,000

523 県土整備部 三重県景観計画策定事業費

景観法の施行により県が景観行政団体となったことから、美し
い景観づくりを県内全域で展開していくため、「三重県景観計画」
を策定し、広域的な行政主体として長期的、総合的視野に立った
景観づくりの目標や景観計画区域内における行為の制限の基
準等を定める。

13,524 13,524

県土整備部 計 ２事業 28,524 28,524
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322 警察本部 被害者対策推進費

   第一次的に電話や面談による相談を行うほか、被害者等の相
互交流を促進するとともに、生活に必要な直接支援活動を行うこ
とにより、犯罪被害者等が抱える様々な精神的・肉体的あるいは
経済的な悩みや不安を解消するなど、犯罪被害者を社会全体で
支えていくことを目的とする「みえ犯罪被害者総合支援センター」
に対し、県の支援事業として補助を行う。

5,000 5,000

322 警察本部 在住外国人総合対策費

   外国人と地域住民が互いに尊重し合い、垣根のない共生社会
づくりを進めるとともに、秩序やルールなどの規範意識を向上さ
せるため、自治体、関係機関等と連携し、支援などを行うととも
に、外国人犯罪の効果的な検挙・摘発及び犯罪抑止対策の推進
を図る。

23,986 23,986

321 警察本部 安全で快適な交通環境の整備事業費
（公共事業）

   新設道路等の交通信号機未設置交差点における、交通事故
の発生を抑止するため、道路の供用開始と併せて、必要な交差
点に交通信号機を設置し、安全で快適な交通環境の確保を図
る。

94,058 31,058

警察本部 計 ３事業 123,044 60,044

121 教育委員会 知識・情報発信図書館整備事業費
生涯学習や社会・経済活動など県民の自己実現に向けた取組

を支援するため、知識・情報の拠点となる新しい図書館像につい
て、専門家のアドバイスも得ながら検討を行う。

1,254 1,254

121 教育委員会 みんなの博物館サポートスタッフ活動
事業費

ボランティアのサポートスタッフ制度を創設し、「新しい時代の
公」の考え方のもと、県民が主体的に博物館活動に参画する環
境整備を進めることにより、「みんなの博物館」という共有の意識
を育みながら、博物館の充実を図る。また、活動に参画する県民
のキャリアアップを図り、地域文化を支え、次世代に継承していく
実践力を備えた人づくりにつなげていく。

1,588 1,588

122 教育委員会
元気な三重を創る高校生育成事業費
(うち自立を促し創造力を育む教育の
あり方研究事業)

   高校生の自立を促し、創造力を育むため、物事を多面的にと
らえたり、本質的に考えたりすることができる力を身につけるため
の教育のあり方を研究する。

1,888 1,888

122 教育委員会 学校ボランティアパートナーシップ事
業費

   地域のボランティア団体やＮＰＯが、学校と「学校ボランティア」
を結ぶコーディネーターの役割を果たしながら、地域の人材や教
職員ＯＢなど多様な主体が「学校ボランティア」として、子どもたち
の安全確保をはじめ、学習活動や学校行事などに関わっていく
取組を支援し、「新しい時代の公」の考え方のもと、地域との連携
による学校教育の充実を図る。

1,471 1,471

131 教育委員会 サイトミュージアムとしての国史跡斎
宮跡活用事業費

   国史跡斎宮跡について、有識者や地元住民代表等からなる委
員会を設置し、学術調査で得られた成果をもとに、史跡整備のあ
り方を検討する。

1,850 1,850

131 教育委員会 活かそう地域文化提案事業費

   損傷や老朽化により公開や活用が困難となっている地域の貴
重な文化財について、所有者や地域住民などから文化財の整
備・修理と一体となった活用方策の提案を受け、「みんなの文化
財（仮称）」として認証し、その修復と文化財を活かすための活動
を支援する。

55,140 55,140

教育委員会 計 ６事業 63,191 63,191

非公共事業 合 計 ４０事業 623,595 559,341


