
部局名称 事業名称 細事業名称
本年度事業費

（千円）
本年度県費

（千円）
事業概要（目的） 政策体系名称

雇用経済部 計量検定事業費 計量検定事業費 8,702 789

取引証明上の計量の安定並びに適正
な計量の実施の確保のため、計量機器
等の検定、検査及び立入検査を行いま
す。また、円滑な計量行政を推進するた
めの知識、技術を取得するため、計量
研修センター教習を受講します。

消費生活の安全の
確保

雇用経済部
産業廃棄物抑制
事業費

産業廃棄物抑制等事業
費

34,619 0

県内の産業廃棄物排出事業者等が自
ら排出する産業廃棄物の発生抑制・再
生・減量化の研究、技術開発、産業廃
棄物を使った製品開発等を行う経費の
一部や自ら排出する産業廃棄物の発
生抑制・再生・減量化のための設備機
器の設置等にかかる経費の一部を助
成します。また、工業研究所の技術基
盤を活用して、県内中小企業との共同
研究により、産業廃棄物の発生抑制・リ
サイクル等の研究開発を行います。

廃棄物総合対策の
推進

雇用経済部
工場等排水対策
推進事業費

休廃止鉱山鉱害防止事
業費

7,846 7,846

坑廃水処理事業を行う事業者に対し、
坑廃水処理に要する経費の一部を補
助する市町村に補助することにより、休
廃止鉱山から流出する坑廃水による流
域河川の汚染（鉱害）を防止します

大気・水環境の保全

雇用経済部
企業等啓発推進
事業費

企業等啓発推進事業費 795 491

県内の企業・事業所等に対して様々な
啓発活動を実施して、人権問題の正し
い理解と認識を推進するとともに、企業
等の自主的な取組みを促し、従業員一
人ひとりの人権を尊重する意識を高め
ます。

人権が尊重される社
会づくり

雇用経済部
先端企業等誘致
対策事業費

企業立地推進事業費 11,078 11,078

本県に安定性かつ成長性のある優良
企業の導入を図り、本県産業の発展と
雇用の場の創出に資します。同時に県
内企業への訪問を行い、今後の企業活
動の支援・改善に努め、県内事業所の
競争力強化を図ります。

三重の強みを生かし
た事業環境の整備と
企業誘致の推進

雇用経済部
先端企業等誘致
対策事業費

産業集積促進補助金 400,000 370,809

情報通信関連産業の集積の核となる企
業の新規立地に対して補助を行うこと
により、産業集積がさらなる産業集積を
引き起こす自律的産業集積を形成し、
県内産業の活性化や雇用機会の確保
を図ります。

三重の強みを生かし
た事業環境の整備と
企業誘致の推進

雇用経済部
先端企業等誘致
対策事業費

三重の活力を高める企
業誘致促進事業費

1,502,286 1,502,286

本県を強じんで多様な産業構造とする
ため、新たな生産施設や研究開発施設
の立地などに対して支援を行うととも
に、金融機関等との協定を活用して投
資セミナーを開催し情報の受発信に取
り組むなど外資系企業の誘致をはじめ
県内への投資促進に向けた取組を推
進します。

三重の強みを生かし
た事業環境の整備と
企業誘致の推進

雇用経済部
先端企業等誘致
対策事業費

環境・エネルギー関連外
資系企業発掘・誘致緊急
雇用創出事業費

3,503 0

環境・エネルギー関連分野に属する外
資系企業の発掘調査・誘致活動を効果
的に行うため、情報を収集・整理すると
ともに、英文による資料の作成や英語
能力を活かした企業訪問による企業誘
致活動を行います。

三重の強みを生かし
た事業環境の整備と
企業誘致の推進

雇用経済部
先端企業等誘致
対策事業費

外資系企業誘致促進事
業費

15,260 15,260

国際競争力のある外資系企業の誘致
促進として、外資系企業を対象としたセ
ミナー開催、企業アンケートの実施や、
大使館や関係機関とのネットワークを
利用した情報受発信を行うなど、特に
今後も経済成長が期待されるアジアの
生産拠点等の立地促進に向け取組を
充実します。さらに、欧米等先進国の技
術力の高い企業などをターゲットにし、
海外ミッションの実施などに取り組みま
す。

三重の強みを生かし
た事業環境の整備と
企業誘致の推進

雇用経済部
先端企業等誘致
対策事業費

首都圏等における立地
済企業とのネットワーク
構築事業費

1,692 1,692

県内での新たな投資につなげるため、
県内に事業所を有する企業の経営者
や、三重県出身あるいは三重県に関心
がある等、三重県に「縁」のある企業経
営者とネットワークを構築するとともに、
首都圏営業拠点や大阪において少人
数の懇談会を開催し、トップセールスを
展開します。

三重の強みを生かし
た事業環境の整備と
企業誘致の推進

雇用経済部

新たな産業振興
プロジェクト等業
務推進緊急雇用
創出事業費

新たな産業振興プロジェ
クト等業務推進緊急雇用
創出事業費

3,793 0
新たな産業振興プロジェクトの検討等に
必要な各種データ等の収集・整理、研
究会の運営調整を行います。

三重の強みを生かし
た事業環境の整備と
企業誘致の推進



雇用経済部
自動車関連技術
高度化支援事業
費

自動車関連技術高度化
支援事業費

6,178 0

自動車の軽量化等に向けた研究会（基
盤技術及び応用製品開発）において、
今後有望視される新たな素材・加工技
術等の情報提供や、参加企業の試作・
評価等の支援を進めるとともに、自動
車メーカー・大手サプライヤーと県内中
小企業等との技術交流会等を開催しま
す。

三重の強みを生かし
た事業環境の整備と
企業誘致の推進

雇用経済部
クリーンエネル
ギー研究推進事
業費

クリーンエネルギー研究
推進事業費

15,675 12,075

中小企業がいち早く環境・エネルギー
関連分野へ進出できるよう、工業研究
所が中心となって、「エネルギー関連技
術研究会」を通じて、ネットワークの構
築・充実を図るとともに、燃料電池等に
係る企業との共同研究を行うことによ
り、実用化に向けた支援に取り組みま
す。

三重の強みを生かし
た事業環境の整備と
企業誘致の推進

雇用経済部
高度部材に係る
研究開発促進事
業費

高度部材に係る研究開
発促進事業費

59,535 43,084

高度部材イノベーションセンターを活用
し、川上産業と川下産業の連携、大企
業と中小企業の連携、多様な人材・研
究機関の交流を進め、産学官による研
究開発プロジェクトのコーディネートや
企業の研究開発支援を行うとともに、産
業技術人材の育成などにつなげていき
ます。

三重の強みを生かし
た事業環境の整備と
企業誘致の推進

雇用経済部
四日市コンビ
ナート競争力強
化事業費

四日市コンビナート競争
力強化事業費

505 505

四日市コンビナートの競争力を強化す
るため、コンビナート企業と行政とが一
体となり、企業活動の課題の洗い出し
や操業環境、産業基盤の望ましい方向
について、具体的な協議、検討を行い
ます。

三重の強みを生かし
た事業環境の整備と
企業誘致の推進

雇用経済部
みえ産業振興戦
略検討事業費

みえ産業振興戦略検討
事業費

2,642 2,642

三重県が今後、何で稼ぎ、何で雇用し
ていくのか、そのための強じんで多様な
産業構造をどのような方向でつくりあげ
ていくのかを示す「みえ産業振興戦略」
を改訂・更新（ローリング）に向けた検討
を行います。

三重の強みを生かし
た事業環境の整備と
企業誘致の推進

雇用経済部
次世代産業等振
興事業費

先端産業分野等企業支
援業務委託事業費

15,042 15,042

県内産業が強みを生かして先端産業等
の付加価値の高い製品・技術を生み出
していくためには、研究開発の促進と人
材の育成をはかっていくことが重要と
なっていることから、県内企業に対する
支援を行うノウハウやネットワークを有
する支援機関に県内企業の支援業務
を委託し、効果的な取組を進めます。

ものづくり三重の推
進

雇用経済部
産業フェア開催
事業費

産業フェア開催事業費 6,237 0

県内で事業展開する企業等の製品や
技術を一堂に展示し、ビジネスマッチン
グを行う産業展を開催し、出展企業等
の販路拡大や県内外の企業間におけ
る新たな関係構築の機会を創出し、県
内産業の振興と発展を図ります。

ものづくり三重の推
進

雇用経済部
中小企業連携体
高度化支援事業
費

中小企業連携体高度化
支援事業費

4,424 0

共通の課題をもつ県内のものづくり中
小企業が連携体を構成して取り組む自
立的な活動を支援することにより、もの
づくり中小企業の取引拡大、技術力強
化、販路開拓等につなげます。

ものづくり三重の推
進

雇用経済部
中小企業販路開
拓支援事業費

国内販路開拓支援事業
費

12,909 1,409

川下企業との出前商談会の開催等によ
り、中小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・強化を図ります。

ものづくり三重の推
進

雇用経済部
中小企業販路開
拓支援事業費

ものづくり販路開拓・技術
高度化等支援緊急雇用
創出事業費

7,337 0

ものづくり中小企業の新たな販路開拓、
技術力向上を支援するため、これまで
の実績を取りまとめ、今後の商談会等
の運営や技術支援などに活用する基礎
データの作成等を行います。

ものづくり三重の推
進

雇用経済部
産業人材育成事
業費

産業人材育成事業費 15,451 0

産業界や教育機関と連携し、高付加価
値商品を開発する技術者の育成に取り
組むとともに、中小企業で求められてい
る研究開発を担う中核人材の育成に取
り組みます。また、地域産業の担い手と
なる技術者を育成するため、高校在学
時での技術・技能の質的向上への取組
を推進し、ものづくりへの意欲を高める
ほか、高校では学ぶ機会の少ない品
質、環境、安全等の知識修得につなげ
ます。

ものづくり三重の推
進

雇用経済部
産業人材育成事
業費

ものづくり中小企業の情
報発信・人材確保事業費

3,433 0

中小企業が人材確保のため、ＳＮＳ
（ソーシャル・ネットワーキング・サービ
ス）等を活用して、自社の魅力を学生等
に効果的に発信できるよう、魅力ある紹
介映像の制作を支援します。

ものづくり三重の推
進



雇用経済部
産業人材育成事
業費

県内企業人材確保・定着
支援緊急雇用創出事業
費

6,883 0

企業と学生の相互理解と就職・定着を
推進するため、学生が社員と同様の業
務を本気で体感できる長期インターン
シップなどの実践的な就業体験プログ
ラム構築や、企業の採用活動のスキル
アップを図り、県内中小企業による優秀
な人材確保と定着するためのノウハウ
蓄積を支援します。

ものづくり三重の推
進

雇用経済部
中小企業高付加
価値化促進事業
費

ものづくり技術高度化支
援事業費

71,327 0

ものづくり中小企業が世界に通用する
基盤技術の開発、新市場開拓につなが
る改良開発型の技術開発を推進するた
め、県・研究機関が中心となった支援
ネットワークを構築し、課題の抽出、研
究・技術開発等を一貫して支援します。

ものづくり三重の推
進

雇用経済部
中小企業高付加
価値化促進事業
費

中小企業高付加価値化
投資促進補助金

101,742 0

世界に通用する高い基盤技術や、新た
な市場開拓につながる技術を開発する
県内中小企業に対する支援措置を講ず
ることにより、高い付加価値を生み出す
新たな設備投資を促進します。

ものづくり三重の推
進

雇用経済部
県内中小企業海
外展開促進事業
費

海外展開モデル構築緊
急雇用創出事業費

20,236 0

ものづくりの優れた技術や製品を持つ
県内中小企業の団体及び組合等が、
失業者の中からマーケティングや経営
に関する知識、経験を有する人材及び
その者を補助する人材を確保して行う、
海外販路開拓戦略の策定及びブランド
力向上の先導的な取組を、こうした取組
の定着に向けたモデル事業として委託
します。

ものづくり三重の推
進

雇用経済部
県内中小企業海
外展開促進事業
費

県内中小企業海外展開
促進事業費

43,535 19,535

中国及びアセアン地域を対象にした海
外展開支援拠点を活用し、中小企業の
海外展開等を支援するとともに、台湾と
の産業連携をより強固なものとするた
め、昨年締結した産業連携覚書に基づ
き、日台産業連携推進実施計画を策定
し、企業連携等の機会を創出するなど、
新たなビジネス展開を促進します。併せ
て、途上国を中心にニーズが高まって
いる環境分野への中小企業のビジネス
展開を促進するため、ＩＣＥＴＴの有する
ネットワーク等の活用などについて、関
係機関や外部有識者等を交え検討する
場を設けるとともに、環境ビジネス展開
支援にかかるアクションプログラムの検
討を進めます。

ものづくり三重の推
進

雇用経済部
県内中小企業海
外展開促進事業
費

国際共同研究開発等支
援緊急雇用創出事業費

4,620 0

海外研究機関と県内企業や大学等との
互恵的な連携の可能性調査を実施する
とともに、双方間の情報交換の機会を
提供するなどして、グローバル市場の
競争激化に対応できるよう県内企業等
のオープンイノベーション活動を促進し
ます。

ものづくり三重の推
進

雇用経済部
海外貿易投資促
進事業費

海外貿易投資促進事業
費

11,956 11,956

海外取引の拡大等県内中小企業の国
際化を支援するため、日本貿易振興機
構（ＪＥＴＲＯ）等専門機関との連携によ
り、個々の企業ニーズに応じた販路開
拓等の支援、海外市場動向・制度に関
する情報の収集・提供等のサービスを
提供します。

ものづくり三重の推
進

雇用経済部
地域産業総合事
業費

地域産業調整事業費 59,831 59,740 雇用経済部の運営にかかる経費
地域の価値と魅力を
生かした産業の振興

雇用経済部
地域産業総合事
業費

運輸事業振興助成交付
金

542,119 542,119

昭和５１年度に実施された軽油引取税
の税率の引き上げが営業用バス、トラッ
クの輸送コストに与える影響を考慮し、
当面の間、公益社団法人三重県バス協
会、社団法人三重県トラック協会が行う
輸送力の確保、輸送サービスの改善、
安全運転の確保、公共利便の増進等に
資する事業に対して助成します。

地域の価値と魅力を
生かした産業の振興

雇用経済部
地域産業総合事
業費

産業功労者表彰事業費 593 593

毎年１１月を産業振興月間と定め、その
メイン行事として商工業をはじめ、土木
建設業、農林水産業等県内の全ての産
業分野において、その振興発展に特に
優れた功労のあった者を表彰します。

地域の価値と魅力を
生かした産業の振興

雇用経済部
地域産業総合事
業費

中小企業振興基金積立
金

296,883 296,000

地域経済に対して、重要な役割を担っ
ている中小企業の振興を図るため、三
重県中小企業振興基金を積み立てま
す。

地域の価値と魅力を
生かした産業の振興

雇用経済部
地域地場産業振
興事業費

三重産業振興センター補
助金

82,600 82,600

中小企業の研究開発した新製品・新技
術や県内物産等の展示を行うための産
業支援施設「メッセウイング・みえ」の振
興を図るための経費を補助します。

地域の価値と魅力を
生かした産業の振興



雇用経済部
大規模小売店舗
立地審査事業費

大規模小売店舗立地審
査事業費

989 989

店舗周辺の生活環境の保持を目的とす
る大規模小売店舗立地法の適正かつ
円滑な運営を図るため審議会を開催し
ます。

地域の価値と魅力を
生かした産業の振興

雇用経済部
中小企業連携組
織対策事業費

中小企業連携組織対策
事業費

115,978 110,286

（１）中小企業団体中央会が行う中小企
業の組織化及び中小企業団体の育成
指導を行うために要する窓口・巡回相
談、中小企業の連携のための交流、専
門家による指導などにより、中小企業
者の経済的地位の向上を図ります。
（２）中小企業団体中央会に対する指
導、中小企業の組織化の推進、協同組
合の設立認可等を行います。

地域の価値と魅力を
生かした産業の振興

雇用経済部
経営基盤確立事
業費

中小企業金融対策事業
費

834,032 649,597

県内中小企業の金融の円滑化を図る
ため、金融機関の協力を得て、信用保
証制度を取り入れながら、県単融資制
度を運用し、中小企業の健全な発展を
図ります。

地域の価値と魅力を
生かした産業の振興

雇用経済部
経営基盤確立事
業費

金融対策事業費 73,429 0

県内中小企業の金融の円滑化を図る
ため、金融機関の協力を得て、信用保
証制度を取り入れながら、県単融資制
度を運用し、中小企業の健全な発展を
図ります。

地域の価値と魅力を
生かした産業の振興

雇用経済部
経営基盤確立事
業費

中小企業者等支援資金
貸付事業等特別会計繰
出金

59,253 -272,490
中小企業者等支援資金貸付事業等特
別会計への県費を繰り出そうとするも
のです。

地域の価値と魅力を
生かした産業の振興

雇用経済部
経営基盤確立事
業費

貸金業指導監督事業費 3,610 2,560

貸金業者の登録事務、諸報告の徴収、
立入検査を行うとともに貸金業協会に
対し、登録申請、業務報告の徴収等の
委託を行い、貸金業界の適正な運営を
図る。登録事務、立入検査等を本庁一
括で行うことにより、業務の効率化を進
めます。

地域の価値と魅力を
生かした産業の振興

雇用経済部
経営基盤確立事
業費

地域の産業課題を解決
するための中小企業金
融支援事業費

270 0

市町が中小企業者が行う地域の産業
課題を解決するための事業活動に対し
て、地域独自の個性ある金融支援（利
子補給・保証料補助）を行う場合、県が
その一定割合を補助することで、中小
企業の金融円滑化を促進し、地域経済
の一層の活性化が図られるようにしま
す。

地域の価値と魅力を
生かした産業の振興

雇用経済部
商店街等活性化
支援事業費

商店街等活性化支援事
業費

9,136 6,043

商店街をはじめとする地域の商業活性
化を進めるため、市町や住民等さまざ
まな主体が連携した地域ぐるみの取組
や、それらの課題に対応するためのプ
ロジェクトを支援します。また、活性化に
向けた動きを具体的な成果に結びつけ
るため、商店街等において、地域産品
等を生かした販売力向上につながるト
ライアルショップ開設等の取組を支援し
ます。

地域の価値と魅力を
生かした産業の振興

雇用経済部
小規模事業支援
費

小規模事業等支援事業
費補助金

1,335,646 1,305,783

商工会、商工会議所、商工会連合会の
行う小規模事業者等の経営、技術の改
善、発達のための事業の充実を図り、
小規模事業者等の振興と安定を支援し
ます。

地域の価値と魅力を
生かした産業の振興

雇用経済部

中小企業向け総
合マネジメントシ
ステム推進事業
費

中小企業向け総合マネ
ジメントシステム推進事
業費

3,498 0

県内中小企業が自立型企業へと成長
するために必要なマネジメントシステム
の１つである経営品質向上プログラム
を活用して、経営革新に取り組み優れ
た効果を挙げている企業を顕彰し、更
なる経営革新を促進します。

地域の価値と魅力を
生かした産業の振興

雇用経済部
地域資源活用ビ
ジネス創出・拡大
促進事業費

伝統産業・地場産業新た
な魅力創出事業費

4,982 0

地域の重要な産業である伝統産業・地
場産業を活性化するため、事業者、市
町、商工団体や外部の有識者等と資源
の棚卸を行い、再評価・再発見の場づく
りとともに、首都圏など新たなマーケット
獲得をめざす取組や、人材育成など、
後継者の確保と技術の伝承・向上に向
けた取組等を支援します。

地域の価値と魅力を
生かした産業の振興

雇用経済部
地域資源活用ビ
ジネス創出・拡大
促進事業費

地域資源活用支援施策
普及啓発事業費

2,272 2,272

中小企業等に対して、国・県等の地域
資源活用支援施策の普及啓発並びに
支援実施後のフォローアップ活動を行
います。

地域の価値と魅力を
生かした産業の振興



雇用経済部
地域資源活用ビ
ジネス創出・拡大
促進事業費

グローカルビジネス創出
促進事業費

14,920 14,920

伝統産業・地場産業や地域資源を活用
した産業の直面する課題である、「ライ
フスタイルの変化等による需要の低迷」
や「消費の縮小」などに対応していくた
め、首都圏や県内外のクリエイティブ分
野で活躍するデザイナー等の専門家の
協力を得やすい環境づくりを進めるとと
もに、地域資源を活用した商品の開発
から販路開拓までを総合的に支援する
仕組みづくりや海外を視野に入れた販
路拡大の取組を支援します。

地域の価値と魅力を
生かした産業の振興

雇用経済部
地域資源活用ビ
ジネス創出・拡大
促進事業費

地域資源を活用した食品
産業振興緊急雇用創出
事業費

3,724 0

地域資源活用関連の商品を持つ食品
関連事業者等のインターネットを活用し
た情報発信や販路開拓の取組を支援
できる地域人材の育成を行います。

地域の価値と魅力を
生かした産業の振興

雇用経済部
地域資源活用ビ
ジネス創出・拡大
促進事業費

地域資源関連商品情報
発信緊急雇用創出事業
費

7,493 0

中小企業者等による地域資源を活用し
た取組を支援するため、地域資源関連
商品の背景（想いや産地の歴史、資源
の魅力）など、販路開拓に資する情報を
整理するとともに、冊子やＨＰなどによ
り、バイヤー等を対象に情報発信を行
います。

地域の価値と魅力を
生かした産業の振興

雇用経済部
地域資源活用ビ
ジネス創出・拡大
促進事業費

三重県産品流通機能構
築トライアル緊急雇用創
出事業費

8,824 0

県内の地域資源活用事業者が大都市
圏との取引を行う際に障壁となっている
「物流コストの負担」を軽減するため、県
内事業者を活用した大都市圏との物流
ネットワーク構築に向けた取組を実施し
ます。

地域の価値と魅力を
生かした産業の振興

雇用経済部
商工団体との連
携による地域産
業支援事業費

商工団体との連携による
地域産業支援事業費

12,800 12,800

地域の事業者に精通し、各事業者との
ネットワークを有する商工団体が核とな
り、中小企業の立場に立って実施する
取組を支援することにより、県内地域産
業の総合力を向上させるとともに、商工
団体の経営支援能力を向上、強化しま
す。

地域の価値と魅力を
生かした産業の振興

雇用経済部
商工団体との連
携による地域産
業支援事業費

小規模事業者支援連携
プロジェクト推進事業費

8,957 8,957

地域の雇用や社会を支える小規模事
業者を支援し、地域経済の活性化を図
るため、商工関係団体等と連携して
キャラバン隊による、さらなる現場ニー
ズの把握、支援施策の普及、個別課題
解決の支援、地域活性化への気運醸
成の働きかけを実施するとともに、小規
模事業者のグループ化、生産性向上、
技術課題解決等を支援します。

地域の価値と魅力を
生かした産業の振興

雇用経済部
商工団体との連
携による地域産
業支援事業費

ものづくり中小企業デー
タマップリニューアル緊急
雇用創出事業費

3,976 0

ものづくり中小企業データマップのホー
ムページのデータ更新を正確に行い、
中小企業が保有する技術の情報提供
を行うため、緊急に雇用を行い、再調査
することを目的とします。

地域の価値と魅力を
生かした産業の振興

雇用経済部
コアな三重ファン
発掘・ネットワー
ク活用事業費

コアな三重ファン発掘・
ネットワーク活用事業費

10,679 10,054

「特定少数」の三重の魅力共感者をター
ゲットにした講座を丸の内朝大学（東
京）で開催し、三重ファンを活用した有
益な情報の収集と活用を行うとともに、
日本橋の営業拠点を活用して、三重の
魅力を効果的に発信・体感する講座を
開催し、これまでに培った三重の魅力
共感者ネットワークと連携した様々な活
動を通じて、さらなる共感者ネットワーク
の拡大・深化に取り組みます。

地域の価値と魅力を
生かした産業の振興

雇用経済部
三重県中小企業
振興条例（仮称）
調査検討事業費

三重県中小企業振興条
例（仮称）調査検討事業
費

1,944 1,944

「みえ産業振興戦略」の理念などを関係
者が共有し、中小企業の振興を強力に
推進していくため、三重県中小企業振
興条例（仮称）の制定に向けた検討を
進めます。

地域の価値と魅力を
生かした産業の振興

雇用経済部
経営技術支援事
業費

事業共同化等連携事業
等促進診断事業費

12,963 817

小規模企業者等の経営合理化を促進
し、経営革新及び新規創業に必要な設
備の導入を促進するため、(財)三重県
産業支援センターで実施する小規模企
業者等設備資金貸付事業に必要な診
断助言及び業務推進費を補助します。

地域の価値と魅力を
生かした産業の振興

雇用経済部
産業支援セン
ター事業費

中小企業特定支援等委
託事業費

18,117 18,117

厳しい経営環境、企業ニーズが多様化
する中、施策情報提供、診断・助言、取
引あっせん等の特定支援業務等がより
円滑かつ効果的に実施できるよう、産
業支援センターが持つ高度かつ専門的
な知見を活かして各業務のフォローアッ
プや関係団体からの情報収集、マッチ
ング活動等を積極的に行うとともに、今
後の県施策への反映をすべく、その支
援プロセス・ノウハウ等の提供を求めま
す。

地域の価値と魅力を
生かした産業の振興



雇用経済部
産業支援セン
ター事業費

中小企業支援センター事
業費補助金

116,071 3,265

中小企業の経営資源を強化し、経営革
新等の取組を促進するため、中小企業
の多様なニーズに対応して、施策情
報、診断・助言、取引あっせん等の支援
策をきめ細かく提供できるワン・ストッ
プ・サービス型の支援を行う県中小企
業支援センター事業に対し補助します。

地域の価値と魅力を
生かした産業の振興

雇用経済部
産業支援セン
ター事業費

みえ新産業創出地域プ
ラットフォーム整備事業
費

45,158 4,082
新事業の創出・育成等に向けた総合的
なサービスをワンストップで行うための
体制構築を行います。

地域の価値と魅力を
生かした産業の振興

雇用経済部
ニュービジネス
創出促進事業費

ニュービジネス創出人材
育成事業費

14,576 14,576

中小企業が自らの強みを生かし、時代
のニーズを捉えた新分野への進出など
を促進するため、大学やニュービジネス
協議会などの関係機関と連携し、人的
ネットワークの構築を含めた力強い企
業家人材の育成などに取り組みます。
また、関係機関と連携の上、専門的な
知見からのアドバイスを行う体制を構築
するなど、ニュービジネス創出のための
支援に取り組みます。

地域の価値と魅力を
生かした産業の振興

雇用経済部
ニュービジネス
創出促進事業費

経営革新支援事業費 9,349 7,507

地域経済を支える中小企業の企業力
向上を促進するため、経営革新に取り
組む意欲ある企業を、事業戦略の構築
から販路開拓等の実務まで総合的に支
援を行います。

地域の価値と魅力を
生かした産業の振興

雇用経済部
サービス産業振
興事業費

サービス産業の高付加
価値化推進事業費

1,461 1,461

サービス産業の高付加価値化を促進す
るため、事業者・支援機関等が課題や
改善活動（ＱＣ等）を考える地域別等の
勉強会を開催します。さらに、業種別課
題の解決手法やシラバス（学習計画）化
などを検討する研究会を開催するととも
に、各勉強会の課題と成果をネットワー
ク化することにより、事例や手法の共有
とＰＤＣＡを支援する体制づくりをめざし
ます。

地域の価値と魅力を
生かした産業の振興

雇用経済部
科学技術企画振
興費

顧問等設置事業費 2,400 2,400
工業系の有識者を顧問として工業研究
所に配置し、指導・助言を得ることで研
究事業の質的向上を図ります。

中小企業の技術力
向上支援と科学技術
の振興

雇用経済部 研究交流費
研究交流・研究プロジェ
クト推進事業費

42,557 10,222

中小企業など地域商工業者が持つ生
産技術の課題解決と更なる向上に資す
る研究プロジェクトを、工業研究所が主
体となって推進します。また、中小企業
や工業研究所等が出願する特許等の
取得活動を支援することで、中小企業
等の技術高度化や新商品開発を促進し
ます。

中小企業の技術力
向上支援と科学技術
の振興

雇用経済部 研究交流費
食発・地域イノベーション
創出支援事業費

3,570 3,270

「みえ“食発・地域イノベーション”創造
拠点」に整備された試験・研究機器を活
用し、食品・薬事関連企業への技術支
援等を実施することで、食品・薬事関連
分野における新たな商品開発などを支
援します。

中小企業の技術力
向上支援と科学技術
の振興

雇用経済部 研究交流費
地域資源を活用した食品
開発支援緊急雇用創出
事業費

2,036 0

地域資源を活用した新商品開発事業等
で実施する企業との共同研究事業につ
いて研究員の業務を補助することで効
率化を図るとともに、雇用者の専門的な
スキルアップを図ります。

中小企業の技術力
向上支援と科学技術
の振興

雇用経済部
鈴鹿山麓研究学
園都市センター
管理費

鈴鹿山麓研究学園都市
センター管理費

20,137 18,879
鈴鹿山麓研究学園都市センターの維持
管理に係る経費

中小企業の技術力
向上支援と科学技術
の振興

雇用経済部
工業試験研究管
理費

工業試験研究管理費 65,385 65,257
工業研究所の運営及び管理に要する
経費

中小企業の技術力
向上支援と科学技術
の振興

雇用経済部
産業技術開発推
進事業費

産業技術開発推進事業
費

5,791 5,531

地域産業におけるブランド創出や生産
技術・材料開発技術の高度化を促進す
るために、県内産業が直面する技術課
題の解決に向けた試験研究や技術開
発を行います。

中小企業の技術力
向上支援と科学技術
の振興

雇用経済部 技術支援強化費
中小企業の課題解決支
援事業費

30,347 5,578

県内中小企業が抱える課題を解決する
ため、新たな商品開発の支援や技術支
援など、企業のニーズに応じた段階的
な共同研究を実施するとともに、依頼試
験や機器開放による技術支援にも取り
組みます。また、研究開発を進めるにあ
たって必要な知識、機器操作等につい
て基盤講座等を実施し、県内中小企業
における技術開発人材を育成します。

中小企業の技術力
向上支援と科学技術
の振興



雇用経済部 技術支援強化費
製造現場課題発掘支援
緊急雇用創出事業費

5,341 0

企業の製造・生産現場に出向き、企業
の喫緊の技術課題を発掘解決するため
に、工業研究員の業務を補助すること
で効率アップを図るとともに、雇用者の
専門的な知識のスキルアップを図りま
す。

中小企業の技術力
向上支援と科学技術
の振興

雇用経済部
工業研究施設機
器整備費

工業研究施設機器整備
費

48,348 99
工業研究所における施設の整備及び
機器類等の整備に要する経費

中小企業の技術力
向上支援と科学技術
の振興

雇用経済部
地域資源を活用
した新商品開発
事業費

地域資源を活用した新商
品開発事業費

1,933 1,933

地域資源である農林水産物や鉱工業
品(萬古焼、伊賀焼、鋳物など）を使った
新たな付加価値を持った新商品・アイデ
アを生み出すために、多様な主体（行
政、商工団体等）が連携する研究会を
開催し、課題発掘や新規技術シーズの
創出、企業との共同研究により、試作
品･新商品開発を支援します。

中小企業の技術力
向上支援と科学技術
の振興

雇用経済部
自動車軽量化技
術等開発事業費

自動車軽量化技術等開
発事業費

9,949 9,949

自動車の軽量化･省エネ化技術など、
県内企業の技術開発における課題解
決を支援するため、新たな技術・製品開
発に挑戦していくために重要な試験・評
価機器の整備を図りつつ、技術動向等
の情報提供を行うとともに、試作に対す
る評価などの技術支援や企業との共同
研究を進めます。

中小企業の技術力
向上支援と科学技術
の振興

雇用経済部
総合エネルギー
対策費

発電用施設周辺地域振
興事業費補助金

197,173 0

発電用施設の周辺地域の市町が実施
する企業導入や産業の活性化のため
の措置、医療、社会福祉、教育文化、ス
ポーツ施設の整備などの福祉対策措置
および地域の活性化措置のための事
業に対し、交付金をもって補助すること
により、発電用施設の円滑な運転に対
する理解を深め、エネルギーの安定供
給を図ります。

新しいエネルギー社
会の構築

雇用経済部
総合エネルギー
対策費

発電用施設周辺地域振
興基金積立金

118 0

発電用周辺地域において、県が、電源
立地地域対策交付金の基金制度を活
用し、企業導入、産業活性化のための
措置を実施することにより、発電用施設
に対する理解を深め、エネルギー供給
の安定化を図ります。

新しいエネルギー社
会の構築

雇用経済部
総合エネルギー
対策費

発電用施設周辺地域企
業立地資金貸付基金積
立金

930 0

電源立地地域対策交付金を活用し、発
電用施設周辺地域へ工場、観光施設
の整備を行う企業への融資事業を行う
ことで、地域を活性化させ、発電施設に
対する理解を深め、エネルギーの安定
供給を図ります。

新しいエネルギー社
会の構築

雇用経済部
総合エネルギー
対策費

電源立地地域対策交付
金事務費（移出県枠）

171 0

エネルギーの安定供給を図ることを目
的とし、発電用施設周辺地域の理解を
深めるため、電源立地地域対策交付金
を活用して実施する企業導入・産業活
性化措置、医療施設・社会福祉施設・
教育文化施設の整備などの福祉対策
措置および地域活性化措置の事業を
実施するための事務経費

新しいエネルギー社
会の構築

雇用経済部
総合エネルギー
対策費

電源立地地域対策交付
金（水力枠）

49,494 0

水力発電所施設が所在する市町が実
施する企業導入や産業の活性化のた
めの措置、医療、社会福祉、教育文化
またはスポーツ施設の整備などの社会
福祉対策措置および地域活性化措置
のための事業に対し、交付金を交付す
ることにより、水力発電施設に対する理
解を深め、エネルギーの安定供給を図
ります。

新しいエネルギー社
会の構築

雇用経済部
総合エネルギー
対策費

交付金事務等交付事務
費（水力枠）

238 0

エネルギーの安定供給を図ることを目
的とし、水力発電設備所所在地域の理
解を深めるため、電源立地地域対策交
付金（水力枠）を活用して事業を実施す
るための事務経費

新しいエネルギー社
会の構築

雇用経済部
石油貯蔵施設立
地対策事業費

石油貯蔵施設立地対策
事業費

196,868 0
石油貯蔵施設の周辺地域における住
民の福祉を向上されることにより、石油
貯蔵施設設置の円滑化を図ります。

新しいエネルギー社
会の構築

雇用経済部
新エネルギー導
入推進事業費

新エネルギー導入促進
事業費

43,721 43,721

「みえスマートライフ推進協議会」を核
に、クリーンエネルギーバレー推進部会
等を運営し、新たなビジネスモデルや社
会モデルを発掘していくためのアイデア
や知恵を集結させ、地域フィールドでプ
ロジェクト化を図っていきます。また、市
町等の新エネルギーの取組や太陽光、
風力など地域資源を生かした新エネル
ギーの導入に取り組む事業者等を支援
します。

新しいエネルギー社
会の構築



雇用経済部
新エネルギー導
入推進事業費

バイオリファイナリー推進
事業費

12,308 12,308

環境、エネルギー、食糧問題などの社
会的問題を根底から解決（パラダイム
転換）するため、高度部材・素材を強み
とする四日市コンビナート企業などを中
心とする「バイオリファイナリー研究会
（仮称）」を設立し、調査やセミナーなど
バイオリファイナリー（石油化学に代わ
り、再生可能資源であるバイオマスから
燃料や化学製品を創出）に着目した取
組を行います。

新しいエネルギー社
会の構築

雇用経済部
新エネルギー導
入推進事業費

みえスマートライフ推進
協議会運営等緊急雇用
創出事業費

2,267 0

県内中小企業を中心として業績回復が
遅れる中で、今後の成長産業として期
待される環境エネルギー産業の振興や
地域活性化につなげていくプロジェクト
を創出する必要があるため、平成２４年
１０月１日に発足した「みえスマートライ
フ推進協議会」の運営調整のほか、関
係分野の最新動向情報等の収集・整理
を行います。

新しいエネルギー社
会の構築

雇用経済部 大阪事務所費 大阪事務所管理事業費 15,288 15,277

観光誘客、物産振興等を事業の核とし
た関西圏における三重県の営業の前
線基地である大阪事務所を適切に管理
運営し、戦略的な営業活動を展開しま
す。

三重県営業本部の
展開

雇用経済部
戦略的営業活動
展開推進事業費

戦略的営業活動展開推
進事業費

29,843 29,843

首都圏全体の面的な情報発信に向け、
県内市町や関係団体、事業者等との連
携を図りながら、「首都圏営業拠点」を
最大限活用していくとともに、営業拠点
を核に、日本橋ゆかりの企業等との連
携、さらには、三重の情報発信や営業
活動に協力をいただく「応援店舗」や
「応援企業」と連携し、集客力のある
ショッピングモール等の商業施設や情
報発信力の高いエリアで「三重フェア」
等を開催するなど、首都圏全体の面的
な取組へと広げていきます。こうした取
組を活かし、首都圏全体で戦略的な営
業活動を展開します。

三重県営業本部の
展開

雇用経済部
戦略的営業活動
展開推進事業費

首都圏情報発信緊急雇
用創出事業費

7,026 0

営業拠点オープンや式年遷宮、熊野古
道世界遺産登録１０周年などのイベント
情報を発信し、首都圏営業拠点お膝元
の日本橋を中心とした地域における三
重の認知度向上を図ります。

三重県営業本部の
展開

雇用経済部
戦略的営業活動
展開推進事業費

三重のええとこ発見、地
域資源・生産者情報整備
事業費

7,566 0

首都圏営業拠点等で展開する県の営
業活動に活用するため、三重県内でこ
だわりの生産物、優れた技術などを有
している小規模生産者、あるいは連綿
と引き継がれている地域の祭り、風習
など見過ごされがちな情報を調査、整
備します。

三重県営業本部の
展開

雇用経済部
戦略的営業活動
展開推進事業費

関西圏認知度意向調査
事業費

4,395 0

関西圏において三重の魅力を効果的に
情報発信するため、エリアごとに細分化
されたニーズ等関西圏住民の意向を把
握し、戦略的な事業展開につなげます。

三重県営業本部の
展開

雇用経済部
戦略的営業活動
展開推進事業費

関西圏営業基盤構築事
業費

5,995 5,995

関西圏の営業機能を強化するため、県
人会を核としたネットワークづくりや、小
売・流通業者との関係構築などに取り
組みます。また、「食」や「観光」など三
重の魅力を消費者等にわかりやすく伝
えるため、集客施設やショッピングモー
ル等で「三重フェア」等を開催するほ
か、地域のイベントや展示会への参画、
マスコミキャラバン等、さまざまな仕掛
けを行います。さらには、関西圏の経済
界との関係をより強固なものにするな
ど、効果的な情報発信、営業活動を展
開します。

三重県営業本部の
展開

雇用経済部
戦略的営業活動
展開推進事業費

三重の魅力映像等作成・
活用事業費

36,074 0

首都圏等の視点により、県内各地で年
間を通じた定期的な取材を実施した上
で、映像等の情報発信コンテンツを作
成し、ホームページ、SNS等による情報
発信に活用します。

三重県営業本部の
展開

雇用経済部
戦略的営業活動
展開推進事業費

「三重の応援団通信」発
信事業費

10,567 0

首都圏等で法人営業を行うために、市
町等と連携して県内の魅力を掘り起こ
し、三重の「旬」として売り込むための
ツールを作成します。

三重県営業本部の
展開

雇用経済部
戦略的営業活動
展開推進事業費

コアな三重ファンなどに
よる、おすすめ情報発信
ツアー事業費

6,651 0

コアな三重ファンを対象にした県内招待
ツアーを実施するとともに、こうした取組
を通じて発掘した三重の情報を発信す
ることで、首都圏における三重ファンの
拡大を図ります。

三重県営業本部の
展開



雇用経済部
戦略的営業活動
展開推進事業費

首都圏のシェフと三重県
の生産者をつなぐ食材
フェア事業費

7,466 0

首都圏においてレストラン等を活用し、
県産品を用い開発したメニューの提供
等により、首都圏のシェフに県産品を
PRします。また、県食材の試供品リスト
を制作し、広く情報発信を行い、販路開
拓につなげます。

三重県営業本部の
展開

雇用経済部
戦略的営業活動
展開推進事業費

関西圏観光誘客促進事
業費

5,234 0

関西圏で開催される観光展の会場や、
本県にゆかりのある企業等を訪問し、
観光PRを実施するとともに、関西圏で
の三重県PRイベントを行い、式年遷宮
や熊野古道世界遺産登録１０周年を機
とした観光誘客につなげます。

三重県営業本部の
展開

雇用経済部
首都圏営業拠点
推進事業費

首都圏営業拠点推進事
業費

241,175 241,175

平成２５年の神宮式年遷宮、平成２６年
の熊野古道世界遺産登録１０周年を迎
える絶好の機会に、情報発信の中心で
ある首都圏において、営業活動を総合
的に進めるため、平成２５年夏に「首都
圏営業拠点」を整備します。首都圏営
業拠点では、「食べる」、「買う」、「体験
する」といった複合的な機能を発揮でき
るよう、効果的な施設運営及び情報発
信を推進するとともに、首都圏での販路
拡大や観光誘客につなげるため、法人
営業やネットワークの拡充を図ります。

三重県営業本部の
展開

雇用経済部
首都圏営業拠点
推進事業費

首都圏営業拠点開設に
向けた情報発信事業費

8,805 8,805

首都圏営業拠点の開設に向け、三重の
ゆかりの店舗や企業などと連携し、街
全体を巻き込んだプレイベントや関連イ
ベントを実施するなど、首都圏での情報
発信を行います。

三重県営業本部の
展開

雇用経済部 観光事業推進費 観光事業推進費 35,213 30,105

観光事業の推進を図るため、関係団体
との連携や、観光動向の分析に必要な
観光客実態調査等に取り組みます。ま
た、県民や多くの関係者とともに、「みえ
の観光振興に関する条例」や「三重県
観光振興基本計画」に基づき観光施策
を進めます。

観光産業の振興

雇用経済部
県営サンアリー
ナ管理事業費

県営サンアリーナ管理運
営費

190,407 189,973
県営サンアリーナの管理運営を、指定
管理者制度を導入して行います。

観光産業の振興

雇用経済部
県営サンアリー
ナ管理事業費

県営サンアリーナ環境整
備費

49,251 18,251
県営サンアリーナを、利用者が安全で
快適に利用できるよう、施設および設備
等の修繕・更新を行います。

観光産業の振興

雇用経済部
観光振興戦略推
進事業費

熊野古道シャトルバスの
活用による熊野古道の
魅力増進事業費

13,200 1,991

東紀州地域への観光客の利便性・快適
性の向上に寄与するため、名古屋駅と
熊野古道の各峠をむすぶシャトルバス
を関係市町と共同運行します。

観光産業の振興

雇用経済部
観光関連雇用創
出事業費

観光関連緊急雇用創出
事業費

136,151 0

観光分野における新たな雇用機会を創
出するとともに、観光産業の活性化に
資する取組を行うことにより、観光基盤
の強化を図ります。

観光産業の振興

雇用経済部
国内誘客推進事
業費

国内誘客推進事業費 65,453 58,237

国内からの来訪を拡大し、県内での周
遊性・滞在性を向上させるため、三重県
観光連盟、伊勢志摩観光コンベンション
機構、市町等と連携し、本県のＰＲに取
り組むほか誘客活動を展開します。

観光産業の振興

雇用経済部
国内誘客推進事
業費

教育旅行誘致事業費 1,002 1,002

中長期的な視点に立った三重県ファ
ン、リピーターの確保に向け、首都圏等
からの修学旅行、県内および近隣府県
からの社会見学等教育旅行の誘致を
進めます。

観光産業の振興

雇用経済部
国内誘客推進事
業費

三重県観光キャンペーン
推進協議会負担金

201,200 115,301

式年遷宮の好機を活かし、官民一体と
なった推進協議会により、三重県観光
キャンペーンを実施します。公募により
決定した愛称「実はそれ、ぜんぶ三重
なんです！」を活用し、全国に三重の認
知度を高める観光情報発信を行いま
す。また県内においては、周遊パス
ポートや５つの地域部会におけるイベン
ト、おもてなしなどにより周遊性、滞在
性の向上を図り、三重ファンやリピー
ターを増やします。島根県・奈良県等と
の連携を進めるとともに、首都圏営業
拠点等と一体となり、大都市圏へ三重
の魅力を情報発信します。

観光産業の振興

雇用経済部
海外誘客推進事
業費

海外プロモーション推進
事業費

25,299 23,396

ミッション派遣による商談会等の開催や
フェイスブック・ツイッター等を活用した
情報発信により、本県の認知度向上を
図るとともに、多言語に対応した受入環
境の向上や、国・他府県と連携した広域
的取組により、外国人観光客を誘致し
ます。

観光産業の振興

雇用経済部
観光地域資源活
用事業費

世界に誇れる三重県観
光モデル構築事業費

4,900 4,900

本県が世界に誇る海女、忍者を活用
し、地域と連携して国内外の情報発信
の強化を行うなど、新しい三重県観光
のモデルを構築します。

観光産業の振興



雇用経済部
海外誘客推進事
業費

日台観光交流推進事業
費

15,830 12,410

「2013日台観光サミットin三重」が本県
で開催されることから、「重点強化期間」
として、台湾への観光ＰＲ、誘客活動を
集中的に行うとともに、多様なネット
ワークの構築を通じて県内中小企業と
台湾企業との連携にもつなげていくな
ど、台湾との連携・交流の強化に取り組
みます。

国際戦略の推進

雇用経済部
国際戦略推進事
業費

友好提携等推進事業費 8,974 0

ブラジル・サンパウロ州との姉妹提携40
周年を契機に、産学官によるミッション
団を派遣し、ブラジルの産業・市場動向
からビジネス環境の把握に努め、将来
の産業連携へとつなげていくことができ
るようネットワークの維持・強化に取り
組みます。

国際戦略の推進

雇用経済部
国際戦略推進事
業費

国際ネットワーク強化推
進事業費

4,494 4,494

産業･観光における企業等の活動を支
援し、海外販路の拡大や企業誘致、県
内への誘客につなげるべく、姉妹提携
先及び今後結びつきを強める地域の在
日大使館、領事館等とのネットワークを
維持･強化し、三重の情報発信、情報収
集を行います。

国際戦略の推進

雇用経済部 給与費 人件費 1,915,400 1,915,400 雇用経済部職員人件費 人件費

雇用経済部 給与費 人件費 73,736 73,736 計量検定所職員人件費 人件費

雇用経済部
地域産業総合事
業費

交際費 300 300 部長及び局長交際費 その他


