
３  リ フ ォ ー ム 事 業 一 覧  〔 主 な も の 〕 （単位：千円）

施策 平成１３年度 平成１４年度 差 引

番号 当初予算額Ａ 当初予算額Ｂ Ｂ－Ａ

[１１１ 人権施策の総合推進]

111 人権啓発費 36,755 111,746 74,991 人権啓発事業費へ移行。

111 人権等研修費 4,877 8,301 3,424

職員課の実施している２つの人権研修事業（職
員同和等研修費（職員課計上）、生活対策費の
人権啓発リーダー養成事業（生活課計上））を統
合し、新たに人権等研修費として総括的に管
理・実施する

111 市町村人権教育担当者研修事業費 4,742 2,086 -2,656
社会教育関係の研修事業等の統廃合を行い、
各教育事務所で課題に応じた研修を自主的に
実施していく。

111
心のフレッシュアップ推進事業費
（心の教室相談員活用事業費）（旧
「こころの教室」の緊急整備事業費）

61,571 39,743 -21,828
ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰと心の教室相談員を一体として
活用していく。

[１１２ 同和対策の推進]

112 隣保館運営費等補助金 343,541 351,104 7,563 隣保事業推進事務費を統合。

112 隣保事業推進事務費 2,232 0 -2,232 隣保館運営費等補助金に統合。

[１１３ 男女共同参画社会の実現]

113 きらめく農山漁村女性育成事業費 3,160 6,240 3,080
女性起業化支援を行うとともに、同一意図の事
務費を統合。

113
きらめく農山漁村女性育成事業費
補助金

1,500 0 -1,500 きらめく農山漁村女性育成事業費へ統合。

[１２１ 生涯学習の推進]

121
「三重の良さ」再発見・活用事業費
(旧 研究・教育・普及活動事業費）

3,833 1,755 -2,078
指導者向け研修や、収蔵資料の活用などの見
直しをした。

121
美術館活性化事業費（教育活動推
進事業費、４館活性化事業費）（旧
教育普及費、美術館活動広報費）

4,506 22,000 17,494
小中学校の総合的学習支援と学校教育との連
携強化及び広報活動を教育活動や展覧会活動
の中で効率的に実施するよう見直した。

121
「三重を知る」事業費（旧 展覧会開
催事業費）

3,720 3,138 -582
「完全学校週５日制」などに対応した博物館活
動とするための見直しをした。

121
子ども放課後・週末活動支援事業
費（旧 教室開放促進事業費）

1,252 6,020 4,768

地域の教育力を活性化させるための拠点として
位置づけ、地域で大人と子どもが一緒になって
活動できる場（教室利用）とともに、地域ふれあ
い交流の場として実施していく。

121 家庭教育子育て支援事業費 6,410 11,807 5,397
地域において家庭教育の指導的役割を担う者
を養成するための研修会を新たに実施してい
く。

[１２２ 学校教育の充実]

122 ｽｸｰﾙｽﾎﾟｰﾂﾗｲﾌ支援事業費 5,976 4,692 -1,284
実態調査に基づき個々に学校を指導するなど、
事業の手段・プロセスを改善し、より成果が見え
るような形で事業を実施していく。

122
新教育課程講習会費（旧 各種新
教育課程講習会費）

24,540 490 -24,050 対象を養護学校に限定して実施。

122
学校運営費（旧 旅費）（高等学校
費）

2,691,711 2,655,057 -36,654
学校マネジメント幅拡大のため、学校運営費と
一本化する。

事 業 名 説 明
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122
学校運営費（旧 旅費）（盲ろう学校
費）

56,860 57,360 500
学校マネジメント幅拡大のため、学校運営費と
一本化する。

122
学校運営費（旧 旅費）（養護学校
費）

351,165 339,048 -12,117
学校マネジメント幅拡大のため、学校運営費と
一本化する。

[１２３ 青少年の健全育成]

123
薬物「ダメ。ゼッタイ。」みえ県民運
動推進事業費

8,044 6,871 -1,173
薬物乱用防止教育指導者研修会は当初目標を
達成したため、これに替わり、意識調査を実施
し、広報活動の充実を図る。

123 麻薬取締費 1,499 1,253 -246
事業目的が同様である医療用麻薬等対策費を
麻薬取締費に統合し、効果的に事業を推進す
る。

[１３１ 人と地域を支える文化の振興]

131 ｲﾍﾞﾝﾄﾏｽﾀｰ養成事業費 1,334 2,744 1,410 イベント調整・サポート機能の強化。

131 みえ県民文化祭推進事業費 92,421 89,476 -2,945
より県民に開かれた文化祭にするため一般公
募枠を設定。

131 文化のまちづくり推進事業費 1,275 2,170 895
県・市町村・県民が、初めから連携して、地域の
特色に応じた文化の育成、文化のまちづくりを
実施。

[１３２ 文化的資産の継承と活用]

132
斎宮展示公開事業費(旧 展覧会事
業費)

24,385 21,030 -3,355
展覧会事業を、拠点史跡斎宮跡を全国に誇るｻ
ｲﾄﾐｭｰｼﾞｱﾑとして、より強力に情報発信するた
め、展示公開全般に視野を拡大しﾘﾌｫｰﾑ。

132 教育普及費 3,777 3,848 71

拠点史跡斎宮跡を全国に誇るｻｲﾄﾐｭｰｼﾞｱﾑとし
て、より強力に情報発信するため、広報ＰＲの拡
大、ＩＴ活用や学校現場等との連携を一層推進
する。

132
歴史体験事業費（旧 体験学習事
業費）

30,884 21,082 -9,802
体験学習事業を、斎宮を中心とした歴史文化へ
の理解関心を高めるとともに、生涯学習と地域
振興の拠点として活用していく。

132
斎宮跡学術調査研究事業費(旧 斎
宮跡緊急発掘調査事業費)

33,494 37,171 3,677
斎宮跡緊急発掘調査事業を、拠点史跡斎宮跡
の実態解明のため、学術的発掘調査を計画的・
継続的に推進していく。

132
斎宮情報発信事業費  (旧 調査研
究費) (旧 資料収集費)

17,634 5,055 -12,579

調査研究事業と資料収集事業を、拠点史跡斎
宮跡に関するあらゆる情報・資料を調査・収集・
分析・研究し、その普及公開の円滑かつ適切な
実現に資するため発展的に統合した。

[１３３ スポーツの振興]

133
スポーツ環境づくり推進事業費（旧
いい汗・いい顔・さわやかスポーツ
事業費）

20,639 13,531 -7,108
ニュースポーツ及び未普及種目の普及につい
て、各種目団体が行うこととし廃止するととも
に、他の事業も整理縮小した。

133
総合型地域スポーツクラブ育成事
業費

111,019 138,089 27,070
一貫指導システムの構築のため、新たな事業
（次世代指導者育成）を創設した。また、広域ス
ポーツセンター設置に向け準備を進める。

133
スポーツ活性化支援事業費 （旧
スポーツ情報発信事業費）

8,758 3,664 -5,094
スポーツ情報発信のため、ＴＶ放映を年４回行っ
ていたが、費用対効果の面から廃止し、他の広
報媒体を充実した。

[２１１ 防災対策の推進]
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211 自主防災組織活性化促進事業費 70,485 53,398 -17,087

自主防災組織育成推進事業費の資機材整備補
助基準を見直し、新たに防災訓練等への活性
化促進に関する事業についても補助対象とす
る。

211 災害に強い人づくり事業費 6,028 5,166 -862
県全域を対象とした聴講優先型の講座構成か
ら、地域単位での災害特性に応じた実習及び各
種講座により地域防災力の向上を目指す。

[２１３ 交通安全対策の推進]

213 ﾌﾟﾚｼﾞｬｰﾎﾞｰﾄ事故対策費 206 989 783
関係機関・団体の連絡協議会を設置するととも
に、事故防止の啓発を行う。

213 交通安全研修センター管理運営費 65,765 59,504 -6,261
外国人が関係する事故が増加しているため受
入体制を整備し、さらに広報を強化した。

213 交通安全組織育成補助金 475 0 -475 交通安全地域活動育成費に統合。

213 交通安全地域活動育成費 1,044 2,255 1,211 交通安全組織育成補助金を統合。

[２１４ 地域安全対策の推進]

214 職員教養強化推進費 22,000 9,505 -12,495
職務に直結した教養と資格取得の推進に重点

を指向する。（旧ステップアップ運動推進費）

214 インターネット整備事業費 46,793 8,817 -37,976
平成１３年度でｲﾝﾀｰﾈｯﾄｼｽﾃﾑを構築したの

で、その維持管理を図る。

[２２１ 高齢者や障害者が活動できる環境づくり]

221
明るい長寿社会づくり推進機構事
業委託費

59,496 63,650 4,154

委託先は地域とのつながりのより強い市町村社
協の母体となる（社福）三重県社会福祉協議会
など、（財）三重県長寿社会福祉センターにこだ
わらず検討している。事業内容については、仲
間づくり支援事業のモデル事業を削減するなど
見直しを行った。

221 中高年齢者の雇用促進費 14,494 309 -14,185
高年齢者雇用就業促進事業費、中高年齢者の
雇用促進費を統合し、リフォーム。（相談員につ
いては、雇用情報収集事業費へ）

221 障害者雇用促進費 18,278 1,984 -16,294
三重県障害者雇用促進協会補助金、障害者雇
用促進費を統合し、リフォーム。（相談員につい
ては、雇用相談事業へ）

221
松阪ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰのまちづくり推進事業
費

5,153 2,250 -2,903

地域価値形成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑに基づくﾌﾟﾗﾝ策定は、生
活創造圏づくり推進事業の一般対策で対応して
いくこととし、「意識のﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ」推進事業は、地
域における総合的・横断的なﾊﾞﾘｱﾌﾘｰのまちづ
くりの仕組みづくりとして継続する

221
紀南健康長寿リーディングエリア形
成事業費

7,382 8,608 1,226

これまでに実施した事業を検証するとともに、そ
の成果の発表等を行うために、紀南「健康長寿
日本一」フォーラムを開催し、協議会の活動内
容を全国へ情報発信することによって、地域住
民の健康づくり、生きがいづくりやＮＰＯ活動を
促進していく。

[２２２ 健康づくりと保健予防の推進]

222
ライフスキル育成事業費（スクール
ドクターサポート事業費）（旧 学校
保健事業補助金）

822 400 -422
健康教育にかかる研修を総合的に実施してい
く。
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222 結核・感染症発生動向調査事業費 29,213 29,436 223 保健所等情報ｼｽﾃﾑ整備費を統合。

[２２３ 子育て環境の整備]

223
こども家庭相談事業費（みえこども
家庭健康センター総合相談事業費）

11,449 15,135 3,686

電話相談の相談員の資質向上を図るため、研
修等を充実させ、こどもやその保護者の悩み解
決を初め、児童虐待防止や犯罪・事件等の事前
防止等を推進するため、電話相談事業の充実
に努める。また、平成１４年度より、小児夜間救
急相談を実施し、育児不安や保健相談等にも
対応していく。

223

教職員研修事業費（乳幼児教育研
修事業費）、調査研究事業費（乳幼
児教育調査研究事業費）、教育
サービス事業費（乳幼児教育相談
事業費、乳幼児教育情報サービス
事業費）（旧 乳幼児教育ｾﾝﾀｰ事
業費）

20,046 10,275 -9,771
乳幼児教育センターで実施していた研修のうち
県の役割である中核的研修等については、総
合教育ｾﾝﾀｰ事業において実施していく。

223
ひとり親家庭等相談事業委託料（母
子家庭等）

1,449 1,317 -132

平成１４年度一般相談は廃止し、母子相談員や
保健福祉部担当職員が法律的問題に対応する
ための弁護士を講師とする研修会を母子福祉
センターにて開催し、法的知識の向上を図る形
でリニューアルする。

223
ひとり親家庭等介護人派遣事業委
託料（母子家庭等）

937 919 -18

平成１３年度中に介護人及び介護人派遣世帯
の見直しを進めるとともに市町村等の担当者に
もこの制度について改めて認識させる。そして、
この事業の案内を市町村や社協等の窓口に置
くとともに、父子家庭を中心に必要としている世
帯への周知を市町村、社協、母子福祉協力員
等を通じ啓発の強化を図っていく。

223 児童虐待防止対策事業費補助金 4,110 3,256 -854
児童相談所が中心となって技術的助言や支援
を継続する。平成１２～１３年度の実績を踏まえ
さらに他地域でもネットワークを構築していく。

[２３１ 医療提供体制の整備]

231 自治医科大学事業費 130,318 128,916 -1,402

効果的に事業を推進するため、事業目的が同
様である医師充足対策事業費、自治医科大学
負担金、自治医科大学卒業医師研修事業費を
統合して自治医科大学事業費とし、へき地医療
の確保を図る。

231 公衆衛生普及推進事業補助金 6,750 6,750  

事業の内容を見直し、今後さらに取り組みを進
めていくかかりつけ医推進事業と医療事故防止
推進事業に特化して助成することにより、医療
機関の役割分担を促進し、地域医療の充実を
図っていく。

231 歯科衛生普及推進事業補助金 2,135 2,135  

事業の内容を見直し、歯科医療の情報提供事
業や歯科医療従事者と住民との地域交流事業
を実施することにより、地域住民のニーズを把
握し、地域歯科医療の充実を図っていく。

231 原爆被爆者介護補助事業費 19,010 25,461 6,451

効果的に事業を推進するため、事業目的が同
様である三重県原爆被災者の会補助金と原子
爆弾被爆者相談事業費及び介護手当関係を統
合して、原爆被爆者介護補助事業費とし、原爆
被爆者対策を推進する。
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231 特定疾患等治療研究事業費 778,394 884,026 105,632

効果的に事業を推進するため、事業目的が同
様である特定疾患治療研究医療費等補助金、
特定疾患治療研究等事務費、スモン総合対策
費、先天性血液凝固因子障害等治療研究医療
費補助金、先天性血液凝固因子障害等治療研
究事務費を統合して、特定疾患等治療研究事
業費とし、特定疾患等患者の負担の軽減を図
る。

231
難病患者等居宅生活支援事業補助
金

2,470 1,249 -1,221

効果的に事業を推進するため、事業目的が同
様な難病患者等ホームヘルプサービス事業補
助金、難病患者等日常生活用具給付事業補助
金、難病患者等短期入所事業補助金を統合し
て、難病患者等居宅生活支援事業補助金とし、
難病患者等の負担を軽減する。

[２３２ 保健・福祉サービスの充実]

232 介護サービス苦情処理業務補助金 48,778 33,150 -15,628
国保連合会審査支払事務費補助金（県単）につ
いて、当初の事業目的を達成したことにより廃
止。

232 訪問介護員人材確保支援事業費 15,160 7,225 -7,935
離島等における訪問介護員養成研修事業は、
３箇所から真に必要な紀南地域１箇所に限定し
て行う。

232
介護老人保健施設借入金利子補給
補助金

243,874 137,350 -106,524
近年、銀行の貸付利率の低下が見られているこ
とに鑑み、補助率の見直しを行った。

232
地域介護実習・普及センター事業委
託費

16,737 13,739 -2,998
委託先は、地域とのつながりの密接な（社福）熊
野市社会福祉協議会など、（財）三重県長寿社
会福祉センターにこだわらず検討している。

232
高齢者総合相談センター事業委託
費

21,310 11,831 -9,479

委託先は地域とのつながりのより強い市町村社
協の母体となる（社福）三重県社会福祉協議会
など、（財）三重県長寿社会福祉センターにこだ
わらず検討している。

[２３３ 生活保障の確保]

233 施設入所児童等援護事業費 37,308 6,004 -31,304

事業創設時に比べ生活保護基準の改正も行わ
れていることから、事業内容を見直し、施設入所
児童・被保護世帯児童への支援事業に特化し、
継続する。

233 国民健康保険指導事務費 11,978 10,645 -1,333
効果的に事業を推進するため、事業目的が同
様な国民健康保険指導事務費と国民健康保険
指導監査費を統合して、保険者の指導を行う。

233 国民健康保険特別対策事業費 5,583 9,581 3,998

国の補助要綱にあわせて効果的に事業を推進
するため、事業目的が同様である国民健康保
険特別対策事業費と小規模保険者等支援事業
費を統合して、国民健康保険事業の円滑・適正
な運営を図る。

[２３４ 消費者の自立への支援]

234 センター所費 2,642 2,256 -386 政策推進システムによる事業分割。

234 苦情対応強化費 18,003 21,144 3,141 政策推進システムによる事業分割。
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234 情報体制整備費 5,818 7,099 1,281 政策推進システムによる事業分割。

[２４１ ささえあい社会の基盤づくり]

241
民間社会福祉施設職員福利厚生事
業推進費補助金

54,680 38,747 -15,933
質の高い福祉人材の確保を図る一方、社会福
祉法人の経営の自立を促進するため、施設と県
との負担割合を見直し、継続する。

241 看護大学事業費 394,813 391,616 -3,197

効果的に事業を推進するため、事業目的が同
様である管理運営費（看護大学費）、教育研究
費、学生経費、公開講座開催事業費を統合して
看護大学事業費とし、効率的な運営を行う。

[２４２ 地域とともに進める福祉社会づくり]

242 三重県福祉フェスタ開催費 3,800 2,463 -1,337
長寿社会課の高齢者福祉事業功労者等表彰事
業費を統合。

242 民間社会福祉施設整備県単補助金 462,988 50,017 -412,971
対象施設を見直し、今後も重点的に整備を進め
る必要のある施設に限定し、補助を行う。

242
民間社会福祉施設整備費利子補給
補助金

245,804 208,768 -37,036
介護保険の対象となった施設について、補助制
度の見直しを行う。

[３１４ 森林・農地・海洋の持つ公益的機能の増進]

314
中山間ふるさと・水と土保全対策事
業費事務費

2,940 21,000 18,060
事業内容を見直し、ふるさと保全パートナー連
携事業費にリフォーム。

314 中山間地域等直接支払事業費 0 218,945 218,945 同一意図の事業を統合。

314
中山間地域等直接支払事業費補助
金

293,865 0 -293,865 中山間地域等直接支払事業費に統合。

314
中山間地域等直接支払事業費事務
費

1,336 0 -1,336 中山間地域等直接支払事業費に統合。

314
三重県型デカップリング市町村総合
支援事業費

470,000 382,900 -87,100

中山間地域適正管理支援事業費の各事業の目
的達成に向け、県主導でなく市町村が主体的に
地域住民と協働で取り組む施策への支援とし
て、画一的な管理活動だけでなく多様な保全活
動に対する支援となるよう制度を見直す。補助
率も1/2以内のものを4/10に見直す。

[３２１ 廃棄物の適正な管理]

321 リサイクル製品認定事業費 3,978 3,975 -3

市町村との協働によるﾘｻｲｸﾙの実践・広域化計
画の推進は、ごみの種類ごとに個別の対応をし
ていくこととし、本事業では、ﾘｻｲｸﾙ製品利用推
進条例の推進を図る。

321
産業廃棄物自主公開情報バージョ
ンアップ事業費

22,195 410 -21,785

事業開始から３年が経過し、産業廃棄物自主情
報公開制度等一定の普及が図れたが、今後、
公開内容の充実及び対象事業所の拡大等制度
のさらなる推進を図る。

321 資源ごみリサイクル促進補助金 60,000 40,000 -20,000
容器包装ﾘｻｲｸﾙ法に基づき分別収集品目を増
加させるための施設整備に限定し補助する。
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321 環境ホルモン調査事業費 25,432 13,918 -11,514

大気環境の環境ホルモン調査は国の調査デー
タを活用する。水環境の調査は国のリスク評価
の対象となった物質で、かつ、過去の県の調査
で検出され、環境省の全国調査でも検出率の
高かった物質を対象とする。

[３２２ 大気環境の保全]

322 酸性雨・酸性霧実態調査費 2,080 801 -1,279 調査地点の見直しによる業務の効率化。

[３２３ 水環境の保全]

323
合併処理浄化槽設置促進事業補助
金

503,437 503,199 -238

市町村の計画的な合併処理浄化槽の整備を支
援するため、補助要件を見直すとともに、高度
処理型合併処理浄化槽設置促進事業補助金を
統合する。

323
高度処理型合併処理浄化槽設置促
進事業補助金

1,100 0 -1,100
合併処理浄化槽設置促進事業補助金に統合
し、効果的な事業の推進を図る。

[３３２ 環境を守り育てる活動への参加と協働]

332
ふるさとの緑づくり活動等支援事業
費

20,482 15,027 -5,455

環境パートナーシップ推進事業費補助金につい
て、補助対象となっている支援センターの運営
を大幅に見直し、NPOのグループ化など今後必
要とされる事業へ重点化する。（３事業を統
合。）

332
環境学習パートナーシップ推進事業
費

11,486 7,048 -4,438

環境学習プログラムの一部について実施内容
が確立したことにより、経費をかけずにこどもエ
コクラブの一つの活動として実施する。また、そ
の他環境教育講座の内容の見直しを図る。

[４１１ 次代を支える元気な担い手の確保・育成]

411 農用地利用集積特別対策事業費 120,700 107,566 -13,134
国庫補助事業の組み替え及び同一意図の事務
費を統合。

411 農業委員会交付金及び補助金 0 283,554 283,554 同一意図の事業を統合。

411 農業委員会交付金 254,329 0 -254,329 農業委員会交付金及び補助金に統合。

411 農業委員会費補助金 55,919 0 -55,919 農業委員会交付金及び補助金に統合。

411 農業委員会及び農業会議指導費 96 0 -96 農業委員会交付金及び補助金に統合。

[４１２ 地域特性を生かした生産振興と安心で効率的な流通体制の確立]

412 森林組合指導事業費 709 546 -163
一部事業を見直し、生産森林組合指導に係る
経費を廃止。

412 自給飼料増産技術向上推進費 1,716 0 -1,716
飼料対策事業費へ統合するとともに、事業内容
の一部を廃止。

412 海面養殖業高度化推進対策事業費 5,650 3,300 -2,350
平成１４年度からは養殖新魚種として期待され
るマハタ及び高品質ピース貝の技術開発調査
を行う。

412
麦大豆品質向上定着特別対策事業
費

2,800 35,750 32,950 同一意図の事業を統合。
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412
麦大豆品質向上定着特別対策事業
費補助金

42,240 0 -42,240 麦大豆品質向上定着特別対策事業費へ統合。

[４１３ 戦略的なプロジェクトの推進と新技術の開発]

413
三重農畜産物特産ブランドの推進
事業費

0 25,308 25,308 同一意図の事業を統合。

413 花き花木産地活性化事業費 1,860 0 -1,860
三重農畜産物特産ブランドの推進事業費へ統
合。

413 伊勢茶振興対策事業費 1,153 0 -1,153
三重農畜産物特産ブランドの推進事業費へ統
合。

413
伊勢茶省力化推進対策事業費補助
金

44,464 0 -44,464
三重農畜産物特産ブランドの推進事業費へ統
合。

413
加工食品等販売展開支援対策事業
費補助金

4,000 0 -4,000
三重農畜産物特産ブランドの推進事業費へ統
合。

[４２１ 創造的企業活動の促進]

421 経済戦略推進事業費 3,110 3,210 100 産業政策戦略費を発展的にリフォーム。

421 創造的中小企業創出支援補助金 415 0 -415
ベンチャー関係経費を一部見直し金融対策事
業費に統合。

[４２２ 新規成長産業の振興と基盤整備]

422 バレー構想等推進事業費 0 9,131 9,131 同一意図の事業を統合。

422 先端企業等誘致対策事業費 2,903 0 -2,903 バレー構想等推進事業費へ統合。

422 外資系企業交流促進事業費 1,130 0 -1,130 バレー構想等推進事業費へ統合。

422 クリスタルバレー構想推進事業費 1,146 0 -1,146 バレー構想等推進事業費へ統合。

422 立地企業支援・情報収集事業費 626 520 -106
立地企業誘致活動事業費にリフォームし、企業
の「誘置」活動により重点を置いた内容に充実。

[４２３ 集客交流産業（ビジターズ・インダストリー）の振興]

423 集客交流促進事業費補助金 4,287 948 -3,339 パールロードの沿線景観整備の廃止等。

423
伊勢志摩であい交流ｽｸｴｱ整備事
業費

3,048 11,245 8,197
であい交流スクエアとしての利用において、障
害者にも優しいｲﾍﾞﾝﾄ会場とするため舗装及び
排水工事等を行う。

423
「みえとあそんで」キャンペーン事業
費

212,420 187,257 -25,163 マイレージ倶楽部の縮減。

[４３１ 技術の高度化の促進]

431 セラミックス製発熱体製品化事業費 5,580 6,717 1,137
これまでの研究成果から応用技術開発にシフ
ト。

431 ものづくりIT融合化支援事業費 2,447 1,334 -1,113 調査研究にかかる事業の見直し。

[４３２ 創造的人材の育成・確保]

432
インターンシップ総合サポート事業
費

7,796 7,264 -532 事業の見直しによるリフォーム。
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[４３３ 自立的企業活動への支援]

433 中小企業経営革新支援対策事業費 30,000 50,619 20,619
事業内容を見直し、経営革新支援プラットフォー
ム事業として、中小企業者に対しワンストップで
包括的な支援を実施する。

433 中小企業経営革新指導等事業費 900 0 -900 経営革新プラットフォーム事業費へ統合。

433 伝統工芸品振興事業費 621 1,047 426 同一意図の事業を統合。

433 伝統的工芸品産業指導事業費 431 0 -431 伝統工芸品振興事業費へ統合。

433 商店街等活性化先進事業費補助金 27,000 21,000 -6,000
活力ある商店街づくり支援事業費補助金へリ
ニューアル。

[４４１ 働く場の確保と勤労者生活の支援]

441 中小企業労働対策推進事業費 5,802 11,607 5,805 事業内容の充実。（相談体制等の強化）

441 働く女性の環境づくり事業費 7,568 1,753 -5,815
事業実施手法の見直し'啓発月間推進事業費、
職場でのパートナーシップ事業費に分割。

441
中小企業勤労者福祉サービスセン
ターリード事業費

8,363 13,311 4,948 事業内容の充実。

441
ファミリー・サポートセンター設置促
進事業費

1,320 5,947 4,627 事業内容の充実。

[４４２ 勤労者の能力開発の機会の提供]

442
公共職業訓練費（離転職者就業援
助事業費）

5,924 4,938 -986

従来受講者を抽選で決定していたが、就職希望
者を前提とした受講者を決定し、訓練内容も一
太郎、ロータスからワード、エクセルを活用しパ
ソコン技術をレベルアップする。

[５１１ 国際交流・協力の推進]

511
(財)三重県国際交流財団管理費補
助金

32,802 38,312 5,510

常務理事については、Ｈ１４年度、県からの派遣
を取りやめ民間の適任者を採用することとした。
また、アスト津へ移転を機に共同効果を更に進
めることから（社）三重県青少年育成県民会議と
の事務局の統合を検討する。

511
(財)三重県国際交流財団事業費補
助金

9,963 5,034 -4,929

国際交流・協力事業から、外国人との共生社会
づくり事業へと重点を移しながら社会の変化に
対応した事業を強化し、見直し、構築、展開をし
ていく。

511 民間国際交流団体補助金 2,326 1,656 -670

これまで国際化に取り組む民間団体の活動を
支援し、民間交流団体及びその活動の強化を
図ってきたが、今後、在住外国人の増加に対応
した共生社会づくりへの取組を重点的に支援す
る。

[５１２ 県境を越えた交流・連携の推進]
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512 半島振興関係負担金 260 170 -90

国家予算要望内容を半島振興法上の施策に
絞って見直し、三重県半島地域固有の問題を要
望するよう見直す。市町村職員を対象とした研
修を、圏域毎に実施し、今後地域ニーズに応え
られるものに見直す。事業を効率的に行うこと
により、負担金を半額とする。

[５１３ 戦略的な情報交流の推進]

513 関西情報受発信ネットワーク事業費 0 6,955 6,955
事業内容を見直すとともに、同一意図の事業を
統合。

513 関西圏人材ﾈｯﾄﾜｰｸ活用事業費 1,980 0 -1,980 関西情報受発信ネットワーク事業費へ統合。

513 関西圏総合情報発信事業費 6,388 0 -6,388 関西情報受発信ネットワーク事業費へ統合。

[５１４ 科学技術交流の推進]

514
研究交流事業費（科学する青少年
育成事業)

2,340 2,056 -284 事業実施方法の見直し。

[５２２ 情報化を支える人づくり]

522
職員ＩＴリテラシー向上事業費（シス
テム調整関係費）

35,883 19,372 -16,511

事業成果をより明確にするため、研修関係の事
業を統合するとともに、各研修項目についても、
その必要性等を再検討し、研修内容や開催回
数等を見直す。

[５２３ 魅力あるデジタル情報の提供]

523 諸統計書編集刊行費 3,028 4,386 1,358
刊行物のインターネット掲載を推進し、刊行物の
見直し。

523 小売物価統計調査事務費 6,201 210 -5,991
電算集計業務を見直し、外部委託から直営に
移行。

523 インターネット情報提供推進事業費 21,249 24,372 3,123
コンテンツ作成について外部委託から職員の作
成に事業手法を見直す。

[５３１ 高速交通網の整備]

531 伊勢湾口道路建設促進費 222,326 102,930 -119,396
今後の道路を取り巻く国の動向を見極めつつ、
関係県等との調整を図り、指定に影響のない範
囲で調査費等の縮減を図る。

[５３２ 道路網の整備]

532 道路施設管理費 115,216 114,271 -945
道路損害賠償保険の賠償限度額を増額するこ
ととした。

[５３３ 公共交通網の整備]

533
公共交通活性化促進事業費（関西
本線分除く）

3,051 2,784 -267
マスコミ媒体の活用によるＰＲ活動等、できるだ
け予算をかけずにＰＲ効果を高める手法に見直
す。

533
地方バス路線維持費補助金
（県単補助分）

294,021 303,506 9,485
国庫補助制度の導入に際して、県単独の補助
制度を見直す。

[５４２ 快適な都市環境の整備]

リフォーム事業



３  リ フ ォ ー ム 事 業 一 覧  〔 主 な も の 〕 （単位：千円）

施策 平成１３年度 平成１４年度 差 引

番号 当初予算額Ａ 当初予算額Ｂ Ｂ－Ａ
事 業 名 説 明

542 復興都市計画事業費 2,443 2,000 -443
戦災復興誌を電子化し、業務の参考とするとと
もに、市町村に対し、確定測量図の閲覧ソフトを
配布することとした。

[５４３ 快適で豊かな農山漁村づくり]

543 中山間地域活性化総合推進事業費 0 20,540 20,540 同一意図の事業を統合。

543 特定農山村総合支援事業費補助金 20,000 0 -20,000 中山間地域活性化総合推進事業費に統合。

543
特定農山村総合支援事業費県指導
推進費

3,020 0 -3,020 中山間地域活性化総合推進事業費に統合。

543 農山漁村交流促進事業費 0 4,950 4,950 同一意図の事業を統合。

543 農山漁村交流促進事業費補助金 19,054 0 -19,054 農山漁村交流促進事業費に統合。

[５４４ ゆとりある住まいづくり]

544
特定優良賃貸住宅供給促進事業費
補助金

45,028 49,747 4,719
家賃対策補助の積算を選択式にすることによ
り、当該制度を利用しやすくした。

[５５１ 地域振興プロジェクトの推進]

551
地域づくり活動推進事業費
〔旧みえみらい地域づくり〕

2,031 1,360 -671
みえ地域づくり団体交流会議の交流活動に対
する支援方法を県の直営事業から助成事業に
見直す。

551
東海地域研究学園都市構想推進連
絡会議負担金

775 620 -155
負担金額の引き下げを図るとともに、今後の協
議会事業の内容をより実効あるものに見直す方
向で提案していく。

[５５２ 流域圏づくりの推進]

552
「宮川流域をメジャーに！」推進事
業費

18,698 6,500 -12,198
組織に主体性を持たせるため、普及啓発は、県
事業のＨＰを除いて宮川流域ルネッサンス協議
会で実施することとする。

552
日本一の宮川をみんなで守ろう！
推進事業費〔旧事業調整費〕

8,689 24,790 16,101
9年ぶりに水質日本一に復活したことを受けて、
住民参画型の事業を重点的に実施する事業内
容に見直す。

[５５４ 過疎地域・離島・半島地域などの振興]

554 東紀州地域活性化推進費 66,022 52,765 -13,257
世界遺産をめざす熊野古道への取組に重点化
した見直しを行う。

[５６１ 県土の計画的な利用の促進]

561 公有財産管理事務費 111,683 106,820 -4,863
屋外広告物事務の市町村への一部権限移譲に
より、管理事務嘱託員を２名削減した。

561 土地分類基本調査事業費 5,385 5,220 -165

今後は、県民の要望が強いＧＩＳデータベース化
やウェブ対応のデータファイル化を行うことで、
より有効活用が図られやすい環境を整えてい
く。

561
地籍調査促進事業補助金
〔旧地籍調査補助金（事業推進
型）〕

1,991 995 -996
より地籍調査を促進するため、新規着手市町村
の準備（公図・登記簿調査）についても助成を行
えるよう制度を見直す。

リフォーム事業



３  リ フ ォ ー ム 事 業 一 覧  〔 主 な も の 〕 （単位：千円）

施策 平成１３年度 平成１４年度 差 引

番号 当初予算額Ａ 当初予算額Ｂ Ｂ－Ａ
事 業 名 説 明

[６１０ 総合計画を基軸とした県行政の推進]

610 総合計画進行管理事業費 3,524 42,977 39,453

第二次実施計画の進行管理に移行し、政策推
進システム運用の課題である県民ニーズの把
握、第三者評価についての調査研究を行う等事
業の再構築をおこなった。

[６２０ 住民参画による行政の推進]

620 新聞等広告費 39,000 50,760 11,760
従来の事業の見直し及び一般広告費を統合し
事業の再構築をおこなった。

620 報道等事業費 6,001 6,770 769 マスコミ情報発信事業の一部を統合。

620 広報管理費 3,068 4,218 1,150
マスコミ情報発信事業の一部を統合県民ホール
管理費を統合。

[６３０ 地方分権の推進]

630 市町村振興事業貸付金 2,281,000 1,870,481 -410,519
同和関係分を一般枠へ移行し、市町村合併支
援策として特別枠を新設する。

630 キャリアステージ研修費 36,756 31,516 -5,240

昇任時の階層別研修（新任係長・補佐・課長）を
見直すとともに、これまで専門研修として位置づ
けていたキャリアデザイン研修を移行して、事業
名を改める。（旧ステップ研修）

630 マネジメント研修費 17,997 9,484 -8,513
マネージャーに求められる様々なスキルを身に
つける研修を中心に実施するとともに、事業名
を変更する。（旧専門研修）

[６４０ 行政評価機能の強化]

640
みえ政策評価システム等推進事業
費

25,064 18,305 -6,759

新しい「みえ政策評価システム」の定着及び機
能強化を図るため、従来の事務事業評価システ
ム等推進事業費と事務事業評価システムバー
ジョンアップ事業費を統合した。

計 67,829,324 63,038,307 -4,791,017 

リフォーム事業



３  リ フ ォ ー ム 事 業 一 覧  〔 主 な も の 〕 （単位：千円）

施策 平成１３年度 平成１４年度 差 引

番号 当初予算額Ａ 当初予算額Ｂ Ｂ－Ａ
事 業 名 説 明

（参考） 集計

施策 平成１３年度 平成１４年度 差 引

番号 当初予算額Ａ 当初要求額Ｂ Ｂ－Ａ

12,447 10,908 -1,539
115,575 150,321 34,746
141,227 135,734 -5,493
921,641 1,006,733 85,092

16,628,756 15,868,377 -760,379
652,830 588,297 -64,533

41,799,056 38,578,054 -3,221,002
3,518,533 2,875,674 -642,859

274,370 272,838 -1,532
0 0  

94,326 27,276 -67,050
3,670,563 3,524,095 -146,468

67,829,324 63,038,307 -4,791,017

施策 平成１３年度 平成１４年度 差 引

番号 当初予算額Ａ 当初要求額Ｂ Ｂ－Ａ

36,610,334 33,378,295 -3,232,039
0 0  

事 業 名 説 明

事 業 名 説 明

リフォーム事業


