






まち・ひと・しごと創生関連予算事業一覧表（平成27年度2月補正予算＋平成28年度当初予算）

１ 自然減対策

（１） ライフステージ１ 子ども・思春期 単位：千円

部局名 事業名 事業費

健康福祉部 ライフプランアドバイザー派遣事業 2,351

健康福祉部 思春期ライフプラン教育事業                                3,130

教育委員会 ライフプラン教育総合推進事業                              2,016

健康福祉部 一人親家庭自立支援事業 157,171

健康福祉部 生活困窮家庭の子どもの学習支援事業                      5,235

健康福祉部 児童扶養手当事業                               644,876

健康福祉部 母子・父子自立支援員設置事業                              14,664

健康福祉部 ひとり親家庭等日常生活支援委託事業                        22,099

健康福祉部 母子・父子自立支援プログラム事業                          1,650

健康福祉部 子どもの貧困対策推進事業                                 1,354

健康福祉部 母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付金                        304,968

環境生活部 専修学校高等課程修業奨学金                                  296

環境生活部 専修学校専門課程修業支援利子助成金                          122

環境生活部 私立高等学校等教育費負担軽減事業                          142,276

環境生活部 私立高等学校等就学支援金交付事業                         1,984,323

環境生活部 専門学校生への経済的支援実証研究事業                      990

教育委員会 地域による学力向上支援事業 3,500

教育委員会 子ども支援ネットワーク・グローイングアップ事業            3,373

教育委員会 早期からの一貫した教育支援体制整備事業                   18,557

教育委員会 特別支援学校就学奨励費                                164,105

教育委員会 スクールカウンセラー等活用事業                            247,573

教育委員会 教育相談事業                                              52,213

教育委員会 高等学校等進学支援事業                                    435,927

教育委員会 高校生等教育費負担軽減事業                              4,068,398

健康福祉部 児童虐待等相談対応力強化事業                              624

健康福祉部 児童虐待法的対応推進事業                                  42,093

健康福祉部 市町児童相談体制支援推進事業                              4,031

健康福祉部 若年層における児童虐待予防事業                            3,663

健康福祉部 家族再生・自立支援事業 106,282

健康福祉部 家庭的養護推進事業 159,871

8,597,731

（２）ライフステージ２ 若者／結婚 単位：千円

部局名 事業名 事業費

地域連携部 地域の企業と大学生マッチング支援事業 675

雇用経済部 企業と若者のマッチングサポート事業 55,978

雇用経済部 若年者正規雇用安定事業 34,657

雇用経済部 企業と若者を結ぶインターンシップ事業                   29,314

雇用経済部 若年無業者就労支援事業                                    11,902

健康福祉部 みえの出逢い支援事業 25,017

地域連携部 出逢い・結婚支援事業                                      1,875

159,418

小計

小計
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（３） ライフステージ３ 妊娠・出産 単位：千円

部局名 事業名 事業費

健康福祉部 不妊相談・治療支援事業 553,627

健康福祉部 出産・育児まるっとサポートみえ推進事業 8,206

健康福祉部 産後ケア事業                                             2,100

健康福祉部 健やか親子支援事業                                        1,987

健康福祉部 周産期医療体制強化推進事業                                170,919

736,839

（４） ライフステージ４ 子育て 単位：千円

部局名 事業名 事業費

戦略企画部 家庭教育の充実に向けた応援方策検討事業                    1,466

健康福祉部 保育対策総合支援事業 134,100

健康福祉部 私立幼稚園施設耐震化整備費補助金                            1,668

健康福祉部 子育て家庭応援事業                                        1,975

健康福祉部 親の学び応援事業                                          4,741

健康福祉部 教育・保育給付事業                                        3,049,330

健康福祉部 安心こども基金保育基盤整備事業                            848,920

健康福祉部 保育専門研修事業                                         10,022

健康福祉部 子ども・子育て支援事業支援計画検証等事業                  892

健康福祉部 放課後児童対策事業費補助金                                  703,149

健康福祉部 次世代育成支援特別保育推進事業補助金                        72,440

健康福祉部 地域子ども・子育て支援事業                                480,667

健康福祉部 放課後子ども教室推進事業                                  39,781

健康福祉部 私立幼稚園振興等補助金                                      1,673,919

健康福祉部 私立幼稚園教育関連事業費補助金                              127,828

健康福祉部 認定こども園等整備事業                                    99,601

健康福祉部 男性の育児参画普及啓発事業                                4,784

健康福祉部 三重県立子ども心身発達医療センター整備事業               7,153,214

健康福祉部 発達障がい児への支援事業                                 10,188

健康福祉部 聴覚障がい児早期発見療育推進事業                          991

教育委員会 特別支援学校学習環境等基盤整備事業                       202,001

教育委員会 特別支援学校施設建築費                                  3,779,598

18,401,275

27,895,263

２ 社会減対策

（１） ライフシーン１ 学ぶ 単位：千円

部局名 事業名 事業費

戦略企画部 高等教育機関における地方創生に向けた取組支援事業 46,915

戦略企画部 高等教育機関連携推進事業                                  6,283

戦略企画部 高等教育機関と地域との連携推進事業                        4,270

戦略企画部 地域と若者の未来を拓く学生奨学金返還支援事業              4,309

地域連携部 子どもの地域学習推進事業                                  1,173

地域連携部 南部の輝くライフスタイル発信事業                          3,464

小計

小計

自然減対策 合計

2



部局名 事業名 事業費

雇用経済部 地域産業雇用創出支援事業                                  8,290

教育委員会 未来を拓く職業人育成事業                                  29,216

教育委員会 「ふるさと三重」郷土教育推進事業                          600

教育委員会 専攻科設置準備事業                                        73,895

教育委員会 埋蔵文化財保存事業                                       4,780

教育委員会 世界遺産熊野参詣道保存管理費                                500

地域連携部 競技力向上対策事業 264,998

教育委員会 学校防災推進事業                                          15,971

教育委員会 みえの学力向上県民運動推進事業                            2,963

教育委員会 学力向上支援事業                                          43,553

教育委員会 英語コミュニケーション力向上事業                         5,537

教育委員会 授業改善サイクル促進事業 14,008

教育委員会 高等学校学力向上推進事業                                  19,015

教育委員会 みえの担い手育成推進事業                                  58,427

教育委員会 世界へはばたく高校生育成支援事業                          33,373

教育委員会 子どもと本をつなぐ環境整備促進事業                        1,926

教育委員会 学力向上のための高校生ビブリオバトル推進事業              1,228

教育委員会 運動部活動支援事業                                      109,737

教育委員会 みえ子どもの元気アップ体力向上推進事業                    20,670

教育委員会 みえ子どもの元気アップ運動部活動充実事業                  21,438

教育委員会 県立学校体育施設開放事業                                 6,005

教育委員会 平成３０年度全国高等学校総合体育大会開催準備事業          52,033

教育委員会 土曜日等の教育活動推進事業                                3,752

教育委員会 三重県型コミュニティ・スクール構築事業                    20,347

教育委員会 教職員研修事業                                         37,074

教育委員会 グローバル教育教職員研修推進事業                          2,745

教育委員会 社会教育推進体制整備事業                                  2,384

教育委員会 幼児教育推進事業                                         1,662

922,541

（２） ライフシーン２ 働く 単位：千円

部局名 事業名 事業費

健康福祉部 メディカルバレー産学官民連携事業                        651

健康福祉部 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      30,774

健康福祉部 みえライフイノベーション総合特区医療情報利活用推進事業    42,350

地域連携部 第一次産業の担い手確保対策事業 410

地域連携部 ふるさと納税南部まるごと発信事業 4,000

地域連携部 マーケティングを活用した特産品開発事業 3,175

地域連携部 漁協連携による相互移動販売促進事業 3,500

地域連携部 東紀州地域産業活性化事業 6,384

農林水産部 中山間地域農業を起点とした雇用創出プロジェクト事業 24,700

農林水産部 若者農村移住チャレンジ応援事業 8,250

農林水産部 みえジビエ拡大・活用事業 10,947

農林水産部 みえの農林水産物の魅力総合発信事業 18,421

農林水産部 みえの農林水産「八百万サミット」開催事業 4,690

農林水産部 首都圏と海外への伊勢茶ブランド展開推進事業 8,888

小計
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部局名 事業名 事業費

農林水産部 三重の畜産物海外輸出チャレンジ促進事業 4,400

農林水産部 高収益型畜産連携体育成事業 2,894

農林水産部 県産材輸出促進事業 1,006

農林水産部 地域に活力を与える林業生産体制整備事業 5,315

農林水産部 首都圏等への県産水産物ＢｔｏＢ販売促進事業 10,992

農林水産部 地域水産物・食文化と観光との連携事業 5,018

農林水産部 養殖経営強化支援事業 2,899

農林水産部 農山漁村観光創出促進事業                                  9,731

農林水産部 みえの食バリューチェーン構築事業                         11,689

農林水産部 食のバリューチェーン構築に向けたビッグデータ分析人材育成事業 6,298

農林水産部 みえフードイノベーション総合推進事業                      123,320

農林水産部 みえの養殖水産物計画生産体制構築事業                      3,215

農林水産部 三重の水田農業構造改革総合対策事業                        184,917

農林水産部 園芸特産物生産振興対策事業                              222,401

農林水産部 輸出対応型産地育成支援事業                             3,654

農林水産部 海外市場向け三重県産ブランド牛肉輸出モデル事業          6,928

農林水産部 三重の畜産成長産業化促進事業                             257,221

農林水産部 雇用力のある畜産経営体育成事業                           3,114

農林水産部 木質バイオマスエネルギー利用促進事業                     3,246

農林水産部 森林・林業躍進プロジェクト事業                            8,301

農林水産部 （公共事業）低コスト造林推進事業                          104,439

農林水産部 魅力あるみえの水産物輸出戦略構築事業                      2,672

農林水産部 海女漁業資源増大対策事業                               5,137

農林水産部 伊勢湾アサリ復活プロジェクト推進事業                      1,994

雇用経済部 外資系企業ワンストップサービス推進事業 5,493

雇用経済部 プロフェッショナル人材戦略拠点運営事業 50,587

雇用経済部 リノベーションまちづくり支援事業 7,315

雇用経済部 沖縄国際物流ハブを活用した三重県産品輸出促進事業 22,273

雇用経済部 ＩＣＴ利活用産業活性化推進事業 2,910

雇用経済部 経営向上支援事業 34,121

雇用経済部 グローバル創業支援事業 6,863

雇用経済部 戦略的営業活動展開推進事業 31,935

雇用経済部 ＳＮＳを活用した三重の魅力発信事業 7,284

雇用経済部 みえゴルフツーリズム「コンシェルジュキャディ」育成事業 3,111

雇用経済部 海外誘客推進プロジェクト事業 63,029

雇用経済部 海外ＭＩＣＥ誘致促進事業 16,708

雇用経済部 世界経済のリーダーを呼び込む国際会議開催事業 30,000

雇用経済部 産業廃棄物抑制等事業                                      35,866

雇用経済部 休廃止鉱山鉱害防止事業                                    8,393

雇用経済部 地域産業調整事業                                          72,044

雇用経済部 運輸事業振興助成交付金                                      528,985

雇用経済部 産業功労者表彰事業                                        812

雇用経済部 中小企業振興基金積立金                                      365,216

雇用経済部 大規模小売店舗立地審査事業                                802

雇用経済部 中小企業連携組織対策事業                                 110,104

雇用経済部 中小企業金融対策事業                                      552,016

雇用経済部 中小企業者等支援資金貸付事業等特別会計繰出金                628,469
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部局名 事業名 事業費

雇用経済部 貸金業指導監督事業                                       3,581

雇用経済部 地域活性化（観光活性化）ファンド組成事業                 20,000

雇用経済部 商店街等活性化支援事業                                   3,435

雇用経済部 小規模事業等支援事業費補助金                                1,368,814

雇用経済部 地域資源活用支援施策普及啓発事業                          1,925

雇用経済部 伝統産業・地場産業新たな市場開拓促進事業                 9,977

雇用経済部 魅力ある商品づくり促進事業                                2,567

雇用経済部 みえ中小企業・小規模企業振興推進協議会事業                3,907

雇用経済部 事業共同化等連携事業等促進診断事業                        7,234

雇用経済部 中小企業特定支援等委託事業                                16,535

雇用経済部 中小企業支援センター等事業費補助金                          121,986

雇用経済部 経営革新支援事業                                          843

雇用経済部 スタートアップ支援事業                                    5,940

雇用経済部 小規模企業者等設備資金貸付事業貸付事業                    1,492,576

雇用経済部 高度化事業資金貸付事業                                    2,516,647

雇用経済部 小規模企業者等設備貸与事業                                208,216

雇用経済部 先端産業分野等企業支援業務委託事業                        12,615

雇用経済部 産業フェア開催事業                                      5,837

雇用経済部 国内販路開拓支援事業                                      3,257

雇用経済部 高度部材に係る研究開発促進事業                            42,787

雇用経済部 ものづくり技術高度化支援事業                              21,004

雇用経済部 ものづくり基盤技術応用展開支援事業                        2,262

雇用経済部 みえ産業振興戦略検討事業                                 1,455

雇用経済部 みえ産業企業選事業                                     919

雇用経済部 航空宇宙産業振興事業                                      23,873

雇用経済部 顧問等設置事業                                        2,497

雇用経済部 研究交流・研究プロジェクト推進事業                        52,954

雇用経済部 鈴鹿山麓研究学園都市センター管理費                      19,383

雇用経済部 工業試験研究管理費                                       64,470

雇用経済部 新価値創造連携研究事業                                    3,901

雇用経済部 中小企業・小規模企業の課題解決支援事業                   32,945

雇用経済部 工業研究施設機器整備費                                      28,908

雇用経済部 海外・大都市圏を目指すグローカル食品の開発促進事業       531

雇用経済部 ものづくり基盤技術開発事業                               1,755

雇用経済部 みえセレクション運営事業                                  1,865

雇用経済部 食の販路開拓支援事業                                     4,800

雇用経済部 みえの食輸出促進事業                                   7,737

雇用経済部 全国菓子大博覧会・三重開催支援事業                        38,244

雇用経済部 食の産業連携推進事業                                    887

雇用経済部 「みえの食」グローバル市場獲得推進事業                   33,164

雇用経済部 水素等エネルギー関連技術開発事業                          6,930

雇用経済部 発電用施設周辺地域振興事業費補助金                          150,791

雇用経済部 発電用施設周辺地域企業立地資金貸付基金積立金                1,085

雇用経済部 電源立地地域対策交付金事務費（移出県枠）                    99

雇用経済部 電源立地地域対策交付金（水力枠）                            49,513

雇用経済部 交付金事務等交付事務費（水力枠）                            52

雇用経済部 石油貯蔵施設立地対策事業                                 135,682
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部局名 事業名 事業費

雇用経済部 新エネルギー導入促進事業                                  16,855

雇用経済部 バイオリファイナリー・エネルギー産業活性化推進事業      2,121

雇用経済部 再生可能エネルギー等導入推進基金事業                      509,251

雇用経済部 再生可能エネルギー等導入推進基金積立金                      578

雇用経済部 四日市コンビナート競争力強化事業                          271

雇用経済部 企業誘致推進事業                                          4,720

雇用経済部 産業集積促進補助金                                          400,000

雇用経済部 県内投資促進事業                                         1,603,040

雇用経済部 外資系企業誘致促進事業                                    4,866

雇用経済部 企業操業環境向上事業                                      1,886

雇用経済部 四日市港振興事業                                          1,764,864

雇用経済部 県内中小企業海外展開促進事業                             20,130

雇用経済部 航空宇宙産業海外連携事業                                 31,613

雇用経済部 海外貿易投資促進事業                                      11,958

雇用経済部 友好提携等推進事業                                       11,693

雇用経済部 国際ネットワーク強化推進事業                              1,578

雇用経済部 観光事業推進費                                              25,546

雇用経済部 国内誘客推進事業                                          36,637

雇用経済部 観光の産業化推進委員会負担金                                111,018

雇用経済部 海外プロモーション推進事業                                15,154

雇用経済部 日台観光交流推進事業                                      2,684

雇用経済部 関西事務所管理事業                                      15,517

雇用経済部 関西圏営業基盤構築事業                                    6,100

雇用経済部 首都圏営業拠点推進事業                                    97,085

農林水産部 三重の農業若き匠の里プロジェクト推進事業 7,653

農林水産部 みえの企業等の農業参入による地方創生モデル事業 10,050

農林水産部 農業と福祉の新たな連携創出事業 2,465

農林水産部 三重の畜産女性活躍促進事業 4,000

農林水産部 豊かな森と地域を担う人づくり事業 6,760

農林水産部 海女の所得向上支援事業 1,771

農林水産部 かがやく水産女性ネットワーク構築事業 1,036

農林水産部 漁業の魅力を知るインターンシップ推進事業 1,746

農林水産部 水福連携による担い手育成事業 2,977

農林水産部 林業分野における福祉との連携推進事業                      1,026

農林水産部 林業担い手育成確保対策事業                                4,013

農林水産部 新規漁業就業者定着支援事業                                1,885

雇用経済部 みえの環境技術移転国際会議開催事業 10,000

雇用経済部 航空機産業技術力強化促進事業 8,554

雇用経済部 経営人材育成ネットワーク支援事業 4,739

雇用経済部 石油コンビナート（化学工場）地域創生人材育成事業         8,162

雇用経済部 航空宇宙産業地域創生人材育成事業                          77,274

雇用経済部 食・観光産業におけるホスピタリティ人材の育成・確保事業   13,744

雇用経済部 外国人観光客対応人材育成事業                             9,402

雇用経済部 民間職業訓練支援事業                                     32,545

雇用経済部 技能振興事業                                             31,553

雇用経済部 公共職業訓練費                                              354,370

県土整備部 建設業参入支援事業                                        21,501
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部局名 事業名 事業費

県土整備部 建設業人材定着事業                                        30,000

健康福祉部 子どもの育ちの推進事業                                    20,158

環境生活部 マタハラ、パタハラのない職場づくり事業 3,674

環境生活部 みえの輝く女子プロジェクト事業 6,345

環境生活部 未来へつなぐグッドワーク・グッドライフ創造事業 57,348

環境生活部 多文化共生がもつ力の活用事業                              40,010

農林水産部 みえの輝く女性就農実現支援事業 6,044

雇用経済部 女性の就労継続支援事業 4,114

雇用経済部 女性の再就職サポート事業 7,597

雇用経済部 働き方改革推進事業 1,750

雇用経済部 ワーク・ライフ・バランス推進サポート事業 3,964

雇用経済部 障がい者委託訓練費                                          19,032

雇用経済部 障がい者ステップアップ推進事業                            7,104

雇用経済部 女性の再就職チャレンジ支援事業                            14,657

雇用経済部 働きやすい職場づくり事業                                  395

雇用経済部 勤労者地域づくり等参画支援事業                            2,600

雇用経済部 労働者福祉対策資金貸付等事業                              495,324

雇用経済部 職業訓練手当支給事務費                                      27,924

教育委員会 社会的自立を目指す外国人生徒支援事業                     4,960

教育委員会 多文化共生社会の担い手をつくる外国人児童生徒教育推進事業  23,524

教育委員会 特別支援学校就労推進事業                                 13,230

16,380,807

（３） ライフシーン３ 暮らす 単位：千円

部局名 事業名 事業費

地域連携部 「いいね！地方の暮らしフェア」開催事業 5,000

地域連携部 移住促進のための市町支援事業 3,091

地域連携部 移住交流推進事業                                        1,098

地域連携部 移住促進に向けた情報発信事業                             1,981

地域連携部 移住促進情報発信拠点運営事業                             29,518

農林水産部 移住促進に向けた農山漁村魅力発信事業                      3,439

雇用経済部 就職相談アドバイザー事業 8,036

県土整備部 移住促進のための空き家リノベーション支援事業                18,540

防災対策部 「みえ防災・減災センター」事業                           25,861

防災対策部 地域防災力連携強化促進事業                                3,564

防災対策部 防災情報提供プラットフォーム事業                          73,500

健康福祉部 医師確保対策事業 672,106

健康福祉部 障がい者相談支援体制強化事業 164,992

健康福祉部 障がい者就労支援事業 40,292

健康福祉部 介護福祉士等修学資金貸付事業 317,343

健康福祉部 災害医療体制強化推進事業                                 280,774

健康福祉部 特定健康診査等事業費                                        309,052

健康福祉部 障がい者医療費補助金                                        2,161,847

健康福祉部 子ども医療費補助金                                          2,224,357

健康福祉部 小児夜間医療・健康電話相談事業                            15,986

健康福祉部 一人親家庭等医療費補助金                                    435,891

小計
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部局名 事業名 事業費

健康福祉部 医療審議会費                                                8,192

健康福祉部 自治医科大学事業                                          133,396

健康福祉部 地域医療対策事業                                          12,745

健康福祉部 医師等キャリア形成支援事業                               73,662

健康福祉部 在宅医療推進事業                                          90,649

健康福祉部 回復期病床整備事業費補助金                                  119,459

健康福祉部 救急・へき地医療施設設備整備費補助金                        721,722

健康福祉部 二次救急医療体制強化推進事業                              162,214

健康福祉部 三次救急医療体制強化推進事業                              419,856

健康福祉部 救急医療体制推進・医療情報提供充実事業                    203,676

健康福祉部 ナースセンター事業                                        30,722

健康福祉部 看護職員確保対策事業                                      199,189

健康福祉部 看護職員試験免許関係事業                                  5,600

健康福祉部 看護師等養成所運営費補助金                                  249,320

健康福祉部 福祉・介護人材確保対策事業                                56,164

健康福祉部 三重県介護従事者確保事業費補助金                            36,000

健康福祉部 地域支援事業県交付金                                        668,697

健康福祉部 介護サービス基盤整備補助金                                  921,866

健康福祉部 介護サービス施設・設備整備推進事業                        1,098,988

健康福祉部 地域包括ケア推進・支援事業                               5,138

健康福祉部 認知症ケア医療介護連携事業                                41,442

健康福祉部 医療介護総合確保提案支援事業                              15,000

健康福祉部 認知症地域生活安心サポート事業                           9,612

健康福祉部 がん予防・早期発見事業                                   8,800

健康福祉部 三重の健康づくり推進事業                                 8,799

健康福祉部 歯科保健推進事業                                          91,364

健康福祉部 健康増進事業                                              87,180

健康福祉部 地域自殺対策緊急強化事業                                 52,095

健康福祉部 人材育成支援事業                                          12,684

健康福祉部 障がい者の地域移行受け皿整備事業                          305,549

健康福祉部 医療的ケアが必要な障がい児・者の受け皿整備事業            11,984

健康福祉部 地域生活移行推進強化事業                                  1,500

健康福祉部 障がい者社会参加促進事業                                  19,889

健康福祉部 障がい者権利擁護推進事業                                 3,261

健康福祉部 精神障がい者保健福祉相談指導事業                          28,655

健康福祉部 生活困窮者自立支援事業                                    32,075

健康福祉部 生活保護扶助費                                              1,838,146

環境生活部 安全安心まちづくり事業                                    1,660

環境生活部 交通安全企画調整費                                          870

環境生活部 交通事故相談事業                                          7,719

環境生活部 交通安全運動推進事業                                      8,778

環境生活部 交通安全地域活動育成費                                      462

環境生活部 飲酒運転０をめざす推進運動事業                            7,124

環境生活部 交通安全研修センター管理運営費                              40,025

環境生活部 交通弱者の交通事故防止事業                               2,317

環境生活部 環境経営促進事業                                          7,609

環境生活部 環境行動促進事業                                          6,414
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部局名 事業名 事業費

環境生活部 環境学習情報センター運営費                                  39,952

環境生活部 地球温暖化対策普及事業                                    4,090

環境生活部 つながるカーボン・オフセット活用事業                      1,631

環境生活部 低炭素社会づくり推進事業                                  1,131

環境生活部 生活排水総合対策指導事業                                  2,601

環境生活部 浄化槽設置促進事業補助金                                    245,462

環境生活部 性犯罪・性暴力被害者支援事業                              10,168

環境生活部 安全で安心な生活への支援事業                              20,520

農林水産部 条件不利地における獣害防除支援事業 22,529

農林水産部 獣害につよい地域づくり推進事業                            252,214

農林水産部 みえの獣肉等付加価値向上促進事業                          2,169

県土整備部 県単道路交通安全対策費 378,323

県土整備部 道路維持交付金事業 938,570

警察本部 刑事警察費                                                  33,934

警察本部 刑事警察活動推進費                                          6,827

警察本部 鑑識警察費                                                  102,858

警察本部 科学捜査活動推進費                                          31,867

警察本部 捜査支援システムの整備事業                                77,274

警察本部 生活安全警察費                                              3,397

警察本部 生活安全警察活動推進費                                      3,096

警察本部 通信指令室機器維持管理費                                    604,311

警察本部 サイバーポリス１１０事業                                  2,328

警察本部 県民が安心して歩ける防犯まちづくり事業                    5,341

警察本部 サイバー犯罪対処能力向上事業                             763

警察本部 ストーカー・ＤＶ被害者等保護対策事業                      658

警察本部 特殊詐欺被害防止対策事業                                  6,846

警察本部 安全・安心まちづくりモデル事業                            18,655

警察本部 暴力団対策警察費                                            5,872

警察本部 銃器総合対策強化費                                          3,378

警察本部 少年警察費                                                  3,842

警察本部 少年警察活動推進費                                          17,531

警察本部 地域警察費                                                  714

警察本部 空き交番対策等推進費                                        126,238

警察本部 地域安全活動推進費                                          4,645

警察本部 みんなで進める犯罪に強いまちづくりの推進事業              359

警察本部 地域交通安全活動推進費                                     2,156

警察本部 飲酒運転０（ゼロ）をめざす取締推進費                        90

警察本部 交通安全県民力向上事業                                    5,976

警察本部 国補交通安全施設整備費                                      203,952

警察本部 国補交通安全施設調査費                                      2,334

警察本部 県単交通安全施設整備費                                      133,686

警察本部 生活道路・通学路安全対策推進事業                         45,571

警察本部 交通安全施設維持管理費                                      486,868

健康福祉部 三重おもいやり駐車場利用証制度展開事業                    2,888

健康福祉部 地域公共交通バリア解消促進事業                            89,323

環境生活部 ＮＰＯ活動支援推進事業                                    6,149

環境生活部 みえ県民交流センター指定管理事業                          29,491
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部局名 事業名 事業費

地域連携部 中山間地域の振興に係る調査研究事業 1,777

地域連携部 南部地域活性化推進事業（総合調整事業）                    2,640

地域連携部 集落等自立活性化推進事業                                  672

地域連携部 人材育成推進事業                                          3,114

地域連携部 地域おこし協力隊等支援事業                                1,968

地域連携部 地域づくり関係団体事業                                    1,772

地域連携部 地域づくり調整事業                                        28,319

地域連携部 鉄道利便性・安全性確保等対策事業                          180,265

地域連携部 地方バス路線維持確保事業                                  221,634

地域連携部 次世代のモビリティ・マネジメント力育成事業                540

地域連携部 地域のモビリティ・マネジメント力育成事業                  797

地域連携部 伊勢鉄道基盤強化等対策事業                                168,958

地域連携部 地域交通体系整備基金積立金                                  301,475

県土整備部 都市計画策定事業                                          4,530

戦略企画部 広聴広報アクションプラン推進事業 58,830

環境生活部 斎宮を核とした交流促進事業 28,000

環境生活部 文化交流機能強化事業                                      4,098

環境生活部 地域の文化資産活用促進事業                                651

環境生活部 文化会館事業                                             47,491

環境生活部 生涯学習センター費                                          10,769

環境生活部 学びの拠点活用支援事業                                    1,078

環境生活部 総合博物館展示等事業                                     121,147

環境生活部 美術館展示等事業                                          73,532

環境生活部 斎宮歴史博物館展示・普及事業                              10,670

環境生活部 斎宮を核とした平安文化活用発信事業                        12,125

地域連携部 伊勢から熊野を結ぶバイク旅促進事業 5,000

地域連携部 熊野古道活用促進事業 30,386

地域連携部 地域スポーツ推進事業                                     49,966

地域連携部 スポーツを通じた地域の活性化支援事業                      6,909

地域連携部 東紀州魅力アップ促進事業                                  2,250

農林水産部 伊勢志摩国立公園指定７０周年記念事業                      10,000

農林水産部 三重まるごと自然体験促進事業                             22,218

雇用経済部 伊勢志摩サミット推進事業 459,687

雇用経済部 三重県版バリアフリー観光促進事業 3,118

雇用経済部 「忍者」のマーケティング・セールス推進事業 20,000

雇用経済部 ”ひとをよびこむ”三重版子どもしごと体験事業           15,711

20,565,211

37,868,559

65,763,822

小計

社会減対策 合計

まち・ひと・しごと創生関連 合計
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