
事 業 の 見 直 し 調 書 〔 リ フ ォ ー ム 事 業 〕
（単位：千円）

施策 基本事業 平成２１年度 平成２２年度 差   引

番号 番 号 当初予算額Ａ 当初要求額Ｂ Ｂ－Ａ

   【１１１  人権尊重社会の実現】…… 資料（１）の頁（Ｐ．１）

▲ 111 11102 人権センター管理運営費 54,318 49,375 (-4,943)
左記事業のうち緊急雇用創出事業分（機械等設備
修繕計画策定事業）については、単年度の事業と
して終了したため平成２１年度をもって廃止する。

生活･文化部

▲ 111 11102 人権啓発事業費 46,030 41,032 (-4,998)

左記事業のうち緊急雇用創出事業分（人権セン
ター啓発施設利用促進事業）については、単年度
の事業として終了したため平成２１年度をもって廃
止する。

生活･文化部

▲ 111 11104 人権相談事業費 12,577 8,220 (-4,357)

左記事業のうち緊急雇用創出事業分（人権相談関
係法令ホームページ開発事業）については、単年
度の事業として終了したため平成２１年度をもって
廃止する。

生活･文化部

   【１１２  男女共同参画社会の実現】…… 資料（１）の頁（Ｐ．３）

112 11201 男女共同参画緊急雇用創出事業
費 44,577 26,511 -18,066

緊急雇用事業として、平成２１年度実施事業の内
容について、整理、見直しを行った結果以下の事
業を実施する。
【２２年度実施事業】
・基本計画策定促進アンケート調査事業
・社会参画コーディネーター事業
・資料データ整理事業
・男女共同参画連絡調整事業（緊急雇用創出分）

生活･文化部

   【１２１  生涯学習の推進】…… 資料（１）の頁（Ｐ．５）

121 12101 図書館関連緊急雇用創出事業費 2,432 4,889 2,457 図書館関連の緊急雇用創出事業のうち１事業を廃
止し、１事業を新規事業として実施する。 生活･文化部

121 12101 博物館関連緊急雇用創出事業費 21,129 7,361 -13,768 博物館関連の緊急雇用創出事業のうち３事業を廃
止する。 生活･文化部

121 12101 美術館活性化事業費
※子どもアートinみえ事業費を統合 233,903 230,949 -2,954 美術館で実施する事業を整理し１事業に統合す

る。 生活･文化部

   【１３１ 文化にふれ親しむことができる環境づくり 】…… 資料（１）の頁（Ｐ．１３）

131 13101 文化振興関連緊急雇用創出事業
費 28,633 24,449 -4,184 文化振興関連の緊急雇用創出事業のうち６事業を

廃止し、１事業を新規事業として実施する。 生活･文化部

131 13105
文化会館事業費
※アウトリーチ活動推進事業費を統
合

46,172 46,172  文化会館で実施する事業を整理し一事業に統合
する。 生活･文化部

131
(112)
(121)

13105
(11201)
(12101)

総合文化センター管理運営費
※以下の事業のうち三重県総合文
化センターの管理運営に係る経費
を統合
旧：総合文化センター管理運営費

（総務部・文化会館）の一部
旧：男女共同参画センター管理運

営費
旧：生涯学習センター費の一部

676,051 675,220 -831
指定管理制度を導入している文化会館、男女共同
参画センター、生涯学習センターの管理運営費を
一体のものとして１事業に統合する。

生活･文化部

   【２１１  地域の実情に応じた多様な雇用支援】…… 資料（１）の頁（Ｐ．１９）

211 21101
雇用対策調整事務費
( 旧 雇用情報提供システム拡充事
業費) を統合

5,126 7,907 2,781 ホームページ管理のための経費を、雇用対策調整
事務費に統合する。 生活･文化部

部局名事 業 名 区   分 説       明



施策 基本事業 平成２１年度 平成２２年度 差   引

番号 番 号 当初予算額Ａ 当初要求額Ｂ Ｂ－Ａ
部局名事 業 名 区   分 説       明

   【２１２  職業能力の開発と勤労者生活の支援】…… 資料（１）の頁（Ｐ．２１）

212 21202

ワーク・ライフ・バランス推進環境整
備促進事業費
（旧 仕事と生活の調和を推進する
ための環境整備促進事業）
（ライフ・ワークサポート三重推進事
業の一部） を統合

2,434 3,252 818
雇用情勢の回復につなげるよう企業での「ワーク・ラ
イフ・バランス」に向けた具体的な取組を促進させる
ために事業統合し、実施する。

生活･文化部

   【２２４  農業を支える生産・経営基盤の充実】…… 資料（１）の頁（Ｐ．３３）

224 22404
農地総務費
（旧財産適正管理処理委託等事業
費）

6,678 9,586 2,908 財産適正管理処理委託等事業費の嘱託員報酬等
に係る経費を農地総務費に統合する． 農水商工部

   【２２６  安全で安心な水産物の安定的な提供】…… 資料（１）の頁（Ｐ．３７）

226 22603

強い水産業づくり施設整備事業費
（旧漁業経営構造改善事業費）
（旧水産物流通対策事業費）
（旧漁港漁村活性化対策事業費）
（旧内水面環境活用総合対策事業
費）
（旧漁村コミュニティ基盤整備事業
費）

49,447 77,500 28,053
強い水産業づくり交付金等を活用し，地方公共団
体や漁業協同組合等が事業主体となって行う非公
共施設整備事業への補助を統合する．

農水商工部

   【２３２  活力ある地域産業の振興】…… 資料（１）の頁（Ｐ．４５）

☆ 232 23202
みえ農商工連携推進事業費
（旧：みえ農商工連携ファンド事業
費）

2,302,895 8,248 -2,294,647

農商工連携による商品開発等を促進するため、農
商工連携コーディネータの活動を充実し、特徴的
な農林水産物や各地域毎に、多様な連携・交流を
進めるとともに、みえ農商工連携推進ファンドを活
用して、農商工連携事業の創出を図る。

農水商工部

   【３１１  防災対策の推進】…… 資料（１）の頁（Ｐ．５５）

◎ 311 31101
災害対応力強化事業費
（旧消防施設等整備費補助金）
（旧消防広域化推進事業費）

89,818 81,298 -8,520

大規模災害時において、広域的な初動対応を迅速
かつ的確に実施できるよう県災害対策本部の体制
及び機能強化をはかるとともに、消防広域化の実
現を支援します。
また、「第２次三重地震対策アクションプログラム」の
計画期間が平成22年度に終了することから、新た
な行動計画「第３次三重地震対策アクションプログ
ラム」を策定します。

防災危機管理
部

   【３２３  安全で安心できる消費生活の確保】…… 資料（１）の頁（Ｐ．６５）

323 32301
消費生活総務費
※旧：消費者行政推進強化事業費
を統合

5,114 3,045 -2,069
単年度限りの事業であったため、22年度からは消
費生活総務費にて一元的に管理を行うことにより統
合する。

生活･文化部

323 32301
消費者行政活性化基金事業費
※旧：消費生活情報提供サービス
事業費を統合

4,171 88,152 83,981

平成21年度末で消費生活情報提供サービス事業
は終了し、事業内容をリニューアルのうえ消費者行
政活性化基金事業費に引継ぎ、一元的に管理を
行うことにより統合する。

生活･文化部



施策 基本事業 平成２１年度 平成２２年度 差   引

番号 番 号 当初予算額Ａ 当初要求額Ｂ Ｂ－Ａ
部局名事 業 名 区   分 説       明

   【３４１  医療体制の整備】…… 資料（１）の頁（Ｐ．７９）

341 34107 病院内保育所運営事業補助金 53,962 60,368 6,406 新たに児童保育を補助対象に加え、医療従事者の
子育てと仕事の両立支援を充実させます。 健康福祉部

341 34107 看護職員修学資金貸付事業費 35,198 68,090 32,892
地域医療再生基金を活用し、貸付対象職種の重
点化、貸付対象者の拡大等を行い、看護職員の確
保対策を充実させます。

健康福祉部

☆ 341 34107 医師確保対策事業費 337,291 514,004 176,713
地域医療再生基金を活用し、修学資金の貸与枠を
拡大することにより、医師の地域定着促進に取り組
みます。

健康福祉部

341 34107 看護師等養成所運営費補助金 193,959 222,896 28,937

地域医療再生基金を活用し、県内就業率等の増
加に向けて取組を行った養成所への補助金を加算
することにより、県内就業率の向上に取り組みま
す。

健康福祉部

   【521  ＮＰＯ（ボランティア団体・市民活動団体等）の参画による地域社会づくりの推進】…… 資料（１）の頁（Ｐ．１１９）

521 52102

NPO活動支援緊急雇用創出事業
費
(旧）緊急雇用創出事業費（ＮＰＯグ
ループ）

6,429 35,274 28,845

緊急雇用事業として、平成２１年度実施事業の内
容について、整理、見直しを行った結果以下の事
業を実施する。
【２２年度実施事業】
・協働状況調査検証事業
・ＮＰＯ中間支援機能強化事業
・ＮＰＯ法人データ整理事業

生活･文化部

4,258,344 2,293,798 -1,964,546合 計


