
平成２１年度緊急雇用創出事業 県実施事業一覧表 ９月補正予算事業

番号 部局 事業名 事業内容
委託
直営
の別

事業費
(千円）

新規雇用
予定人数 分野

1 政策部 「美し国おこし・三重」
パートナーグループ管理及
び交流連携促進システム開
発事業

実行委員会内におけるパートナーグループに係る情報共有システム
の構築及び既存ホームページ内にパートナーグループ間の交流・連
携を図るための双方向型のコンテンツの制作を行う。

委託 1,620 1 産業振興

2 政策部 「美し国おこし・三重」
ホームページ管理・広報
ツール作成事業

専門的な経験等を活かし、内容の充実、見やすいデザインや構成の
変更等のホームページの見直し及びホームページ更新アプリケー
ションソフトを使用した紙媒体広報ツールの作成を行う。

直営 781 1 産業振興

3 政策部 「美し国おこし・三重」の
座談会基礎資料作成事業

「美し国おこし・三重」の座談会等の改善のための議事録等基礎資
料の作成及びアンケート分析等を行う。

直営 781 1 産業振興

4 政策部 地籍調査促進緊急雇用創出
事業
（当初予算の増額）

市町及び森林組合等において、地籍調査にかかる実務を行うことに
より、業務の実態、問題点等を把握し、事務改善、制度改正・予算
要望などを検討するデーター収集及び資料の作成を行う。

直営 4,000 8 農林漁業

5 総務部 総務事務集中化準備緊急雇
用創出事業

総務事務集中化に伴う各種データの整理・入力及び総務事務セン
ターで保管する各種書類の整理などを行う。

直営 3,452 4 情報通信

6 防災危機管理部 救急搬送・受入実施基準策
定緊急雇用創出事業

救急搬送における傷病者の受入れ医療機関を速やかに決定するため
に必要なリスト作成や、消防機関が搬送先医療機関を選定するため
の基準づくりの補助業務を行う。

直営 879 1 治安・防災
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平成２１年度緊急雇用創出事業 県実施事業一覧表 ９月補正予算事業

番号 部局 事業名 事業内容
委託
直営
の別

事業費
(千円）

新規雇用
予定人数 分野

7 生活・文化部 私立学校データ整備事業 私立学校等に係る現況調査や耐震化調査データなどの各種資料を有
効に活用するため、体系的な整理・集計を行い、各学校法人情報の
データベース化を行う。

直営 1,406 2 教育・文化

8 生活・文化部 行政資料整理事業 情報公開室で保有している約３万冊の行政資料について、より円滑
な提供及び平成２６年開館予定の新県立博物館の公文書館機能に円
滑に引継ぐために、行政資料台帳の整備及び保管場所の整理を行
う。

直営 1,055 1 教育・文化

9 生活・文化部 図書館新聞資料地域版デジ
タル・マイクロフィルム化
事業

図書館が収集した新聞のうち、経年劣化が進んだものについてデジ
タル化・マイクロフィルム化を図り、将来に向けて資料の保存と提
供を行う。

委託 1,972 2 教育・文化

10 生活・文化部 求人情報緊急開拓緊急雇用
創出事業
（当初予算の増額）

企業に出向いて求人情報を収集するとともに、三重県人材・Ｕター
ンセンターへの求人登録を促進し、求職者の早期就職の支援を行
う。

直営 2,479 2 産業振興

11 生活・文化部 消費生活相談担当者研修プ
ログラム作成事業

消費生活相談員がいない市町において住民からの消費生活相談に対
応する職員のレベアップを図るため、過去に県消費生活センターに
問い合わせがあった相談内容を分類、マニュアル化して研修プログ
ラムを作成する。

直営 1,757 2 教育・文化

12 健康福祉部 現任介護職員等研修支援緊
急雇用創出事業

介護・福祉サービス従事者の研修機会を確保するため、事業者が現
任職員を外部研修に参加させる場合や、外部機関からの依頼に基い
て職員の資質向上のための研修講師として参加させる場合に必要な
代替職員の確保を行う。

委託 33,703 30 介護・福祉
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平成２１年度緊急雇用創出事業 県実施事業一覧表 ９月補正予算事業

番号 部局 事業名 事業内容
委託
直営
の別

事業費
(千円）

新規雇用
予定人数 分野

13 健康福祉部 サーベイランス体制強化緊
急雇用創出事業

県民からのインフルエンザに関する相談に応じるとともに、相談
データの分析、資料等を作成する。また、新型インフルエンザの
サーベイランスに関する情報収集及び分析、入力などを行う。

直営 9,875 9 医療

14 環境森林部 生活排水処理施設整備推進
調査検討事業

生活排水処理施設の整備推進のため、狭小地等における生活排水処
理施設の整備について調査・検討を行う。

委託 27,521 20 環境

15 環境森林部 水生生物保全環境基準類型
指定調査事業

水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定を行うために必要な
情報等について収集整理し、取りまとめ、類型指定のための資料を
作成する。

委託 23,651 11 環境

16 環境森林部 森林整備推進事業
（５月補正予算の増額）

森林整備の推進を図るうえで、森林所有者に対し森林施業等に関す
る情報や補助制度等を周知するために、森林簿データ等を整理し、
森林施業に関する案内資料等の発送の準備作業を行う。

委託 24,993 10 農林漁業

17 環境森林部 林業試験研究関係データ整
備事業

林業研究所が所蔵する資料の保全と活用を図るため、資料のＰＤＦ
化などによるデジタル化を行う。

直営 1,900 2 農林漁業

18 農水商工部 開拓財産管理台帳整備緊急
雇用創出事業

開拓財産の既存管理台帳をもとに現況を調査し、住宅地図とＭ－Ｇ
ＩＳから出力した航空写真への位置記入、現況写真の撮影・整理、
法務局公図による連続図を作成する。

委託 17,000 10 産業振興
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平成２１年度緊急雇用創出事業 県実施事業一覧表 ９月補正予算事業

番号 部局 事業名 事業内容
委託
直営
の別

事業費
(千円）

新規雇用
予定人数 分野

19 農水商工部 地すべり防止区域データ
ベース整備緊急雇用創出事
業

国土の保全及び民生の安定に資する地すべり防止施設（用排水工、
擁壁工、堰堤工）等を把握するため、地すべり防止区域データベー
ス及びＧＩＳ化の整備を行う。

委託 9,000 5 農林漁業

20 農水商工部 海岸保全施設点検緊急雇用
創出事業
（当初予算の増額）

海岸堤防の施設健全度を把握し、効率的・効果的な老朽化対策を図
るため、海岸保全施設の点検データ資料等（台帳の整合、損傷状
況、背後地の状況等）の収集及び海岸台帳の補完整備等を行う。

委託 8,000 5 農林漁業

21 農水商工部 農業水利施設受益地調査緊
急雇用創出事業

県が造成した頭首工等の現況受益地を調査し、既存の受益地図の修
正及び水利権更新の際に必要な基礎資料の作成を行う。

委託 8,800 4 農林漁業

22 農水商工部 農業農村整備地区別調書等
電子化緊急雇用創出事業

農業農村整備事業における完了地区調書や平面図、申請書類、斜写
真などの資料について、スキャナやＣＡＤを用いて電子化し、簡便
に更新・蓄積出来る電子データを作成する。

委託 8,800 4 農林漁業

23 農水商工部 獣害につよいモデル集落育
成支援調査緊急雇用創出事
業

県内１２のモデル候補推進集落において、加害群れにテレメトリー
（発信器）を装着し、行動域を特定する追跡調査を実施する。

委託 5,464 3 農林漁業

24 農水商工部 魚病診断カード等の電子カ
ルテ作成緊急雇用創出事業
（当初予算の増額）

養殖魚の魚病診断の効率化を図るため、魚病診断カードや漁場環境
データ等の情報を一元化した電子カルテを作成する。

直営 485 1 農林漁業
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平成２１年度緊急雇用創出事業 県実施事業一覧表 ９月補正予算事業

番号 部局 事業名 事業内容
委託
直営
の別

事業費
(千円）

新規雇用
予定人数 分野

25 農水商工部 水産基盤関連緊急雇用創出
事業（英虞湾干潟再生候補
地踏査調査緊急雇用創出事
業）

英虞湾奥部の埋め立て等が行われた干潟について、現在の状況を把
握し、干潟再生による海域環境修復の可能性について調査を行う。

委託 12,800 8 農林漁業

26 農水商工部 取引あっせん環境整備緊急
雇用創出事業

製造業中小企業の販路開拓支援のため、企業情報データベースの受
注企業情報を最新のものに更新し、発注側との商談会等に活用でき
る情報に加工し、効果的な情報の受発信を行う。

委託 1,511 1 産業振興

27 農水商工部 農商工連携体構築促進緊急
雇用創出事業

農商工等連携促進法やみえ農商工連携ファンド等の公的支援制度の
周知を図り、中小企業者と農林漁業者の経営資源を有機的に連携さ
せるため、連携体構築可能性のある生産者、加工者、利用者情報等
の整理、更新等を行う。

委託 1,386 1 産業振興

28 農水商工部 観光関連緊急雇用創出事業
（観光情報収集データ整理
事業）
（当初予算の増額）

観光関連の各種情報を収集するとともに、関連データの整理、分類
等を行う。

直営 1,200 1 観光

29 農水商工部 観光関連緊急雇用創出事業
（観光インフォメーション
業務等強化事業）

観光情報の発信を強化し観光客の増加につなげるために、ホーム
ページへの体験学習メニュー情報や観光地写真データの掲載などの
観光インフォメーションの充実と、インターネットにより収集した
観光アンケートの集計、分析を行う。

委託 6,323 3 観光

30 農水商工部 観光関連緊急雇用創出事業
（外国人観光客実態調査）

三重県を来訪した外国人観光客の実態を把握するため、来県した外
国人観光客に、旅行形態や三重県を選んだ理由、満足度などについ
ての聞き取り調査を行い、外客向け観光地としてのポジショニング
策定など外客誘致の戦略づくりの基礎資料を作成する。

委託 9,638 12 観光
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平成２１年度緊急雇用創出事業 県実施事業一覧表 ９月補正予算事業

番号 部局 事業名 事業内容
委託
直営
の別

事業費
(千円）

新規雇用
予定人数 分野

31 農水商工部 連鎖倒産防止共済加入促進
啓発緊急雇用創出事業

取引事業者の倒産に伴う連鎖倒産に対して予防効果がある「中小企
業倒産防止共済」への新たな加入促進を図るため、企業等に対し啓
発、普及を実施するほか、必要に応じ県の融資制度の普及等を行
う。

直営 2,823 2 産業振興

32 県土整備部 砂防関係資料等整理保存事
業

過去の砂防関係書類の適切な管理及び今後の事業計画に有効活用す
るため、データを整理し、施設等の資産をデータベース化する。

直営 879 1 治安・防災

33 県土整備部 違反屋外広告物対策事業 良好な景観の形成及び公衆に対する危害の防止を促進するため、屋
外広告物の調査・監視等を行う。

直営 6,394 8 環境

34 県土整備部 建築資料等整理保存事業 県有建築物の増改築・改修等を効率的に行うため、設計に必要とな
る既設建築物の図面（マイクロフィルム、紙図面等）等を容易に探
し出し見ることができるよう、整理、分類、目録の作成等を行う。

直営 879 1 産業振興

35 教育委員会 総務事務の集中化準備緊急
雇用創出事業費
(５月補正予算の増額）

総務事務システムを使った総務事務集中化に向け、県立学校におけ
る集中化業務や引継ぎ書類の整理などを行う。

直営 45,429 78 情報通信

36 教育委員会 学校環境整備等緊急雇用創
出事業
(６月補正予算の増額）

県立学校の校舎内外の環境を整備するため、校内の草刈、庭木剪
定、塗装などを行う。

直営 1,367 2 教育・文化
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平成２１年度緊急雇用創出事業 県実施事業一覧表 ９月補正予算事業

番号 部局 事業名 事業内容
委託
直営
の別

事業費
(千円）

新規雇用
予定人数 分野

37 教育委員会 教育支援センター相談員緊
急雇用創出事業

不登校児童生徒への支援の充実を図るため、地域の人材を活用し
て、「教育支援センター相談員」を教育支援センター等に配置し、
教育支援センター通級生等の活動支援を行う。

直営 2,160 2 教育・文化

38 教育委員会 子ども安全・安心サポート
緊急雇用創出事業
（当初予算の増額）

児童生徒の登下校の安全を図るため、｢登下校安全指導員｣を配置
し、各学校や地域での活動に対する助言や通学路等の巡回等を行う
とともに、事業に係る事務を行う事務補助を置く。

直営 9,971 8 教育・文化

39 教育委員会 「人権教育に対する県民意
識調査」緊急雇用創出事業
費

改定した「三重県人権教育基本方針」の内容に基づく県民の人権教
育に対するニーズ等を把握するため、県民意識調査を実施し、人権
教育行政の基礎資料を作成する。

委託 7,251 4 教育・文化

40 教育委員会 学校図書館環境整備モデル
緊急雇用創出事業費

モデル中学校区の小中学校に、「学校図書館環境整備推進員」を配
置し、図書館資料のデータベース化や整理、館内掲示の工夫、読み
聞かせや読書会の企画実施など、学校図書館の環境整備を図る。

直営 19,399 21 教育・文化

41 警察本部 防犯パトロール事業 犯罪多発地域のコンビニ、深夜スーパー、ガソリンスタンド等の夜
間営業店舗や駐車場などを中心に、パトロール、駐留警戒、店舗に
立ち寄っての広報啓発・声掛けなどを実施する。

委託 89,621 68 治安・防災

42 警察本部 高齢者交通安全対策事業 高齢者等に対する広報車等を用いた広報啓発活動、高齢者等が利用
する施設等でリーフレットの配布等による安全啓発活動を行う。

委託 31,461 12 治安・防災

合計 449,866 372
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平成２１年度ふるさと雇用再生特別基金事業 県実施事業一覧表 ９月補正予算事業

番号 部局 事業名 事業内容
事業費
(千円）

新規雇用
予定人数

分野

1 環境森林部 森林バイオマス利用推進事
業

未利用間伐材や木材生産時に搬出されない材、いわゆる林地残材等
（C・D材）の効率的な収集システムを確立するため、地域において
モデルとなる実証実験を行い、今まで利用されなかったC・D材の有
効活用を図るとともに、地域での雇用機会を創出し、また地球温暖
化防止への貢献をはかる。

24,586 14 農林漁業

2 環境森林部 県産材販路開拓事業 県産材の利用拡大のため、中小製材所とJAS取得済製材所との連携
及びJAS製品の販路開拓を行うとともに、木質バイオマス利用拡大
のため、その燃料として端材、樹皮などの利用促進をはかる。

2,971 2 農林漁業

3 農水商工部 障がい者の農業就業促進人
材育成ふるさと雇用再生事
業
（５月補正予算の増額）

障がい者の農業への就業を促進するため、ジョブトレーナーとして
活動出来る人材を発掘、育成することにより、安定的な農業現場へ
の障がい者就業の推進体制の構築を図る。

3,918 1 介護・福祉

4 農水商工部 地域ビジネス活性化ふるさ
と雇用再生事業
（５月補正予算の増額）

新たな事業を創出できる環境を作るためには、新事業立ち上げのサ
ポートや成長に応じた助言が行える組織・人材の役割が重要であ
り、そうした組織や人材を育成するための支援を行い、地域ビジネ
スの成長と雇用の拡大を促進する。

2,686 1 産業振興

合計 34,161 18
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