
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 12,503 3,753
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技術、知識等を取得するため、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 35,866 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減量化、発生抑制・再生のための研究
や技術開発、産業廃棄物を使った製品開発を行う経費の一部や、抑制、減量化に繋がる設備機器を設置
する経費の一部を助成します。また、企業と県試験研究機関による産廃抑制に資する共同研究及び調査
事業を行います。

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 8,393 8,393

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。

・休廃止鉱山名 熊野市 紀州鉱山
・坑廃水処理事業者名 公益財団法人資源環境センター

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 610 307

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。事業内容・
企業と人権を考える集いの実施・人権啓発懇話会の実施・企業啓発パンフレットの作成・人権週間啓発活
動等

人権が尊重される社
会づくり

雇用経済部 地域産業総合事
業費 地域産業調整事業費 72,044 71,946 雇用経済部の運営にかかる経費 中小企業・小規模企

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 528,985 528,985

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、一般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。

中小企業・小規模企
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 812 812 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、観光業・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。
中小企業・小規模企
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 365,216 364,957 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。
中小企業・小規模企
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 802 802 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用を図るため、審

議会を開催します。
中小企業・小規模企
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 110,104 105,556

（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。

中小企業・小規模企
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 552,016 395,009

県内中小企業・小規模企業の資金供給の円滑化を図るため、地域金融機関の協力を得て、信用保証制
度とともに、県中小企業融資制度を設置・運用します。特に平成28年度はサミット開催に関連して、宿泊施
設の運転資金の円滑化を図るための資金制度を新設します。また、市町が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・小規模企業の資金
供給の円滑化を促進します。

中小企業・小規模企
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 628,469 ▲ 207,809 中小企業者等支援資金貸付事業等特別会計への県費繰出 中小企業・小規模企

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 3,581 2,216 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、貸金業者に対し、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ります。
中小企業・小規模企
業の振興

雇用経済部 経営基盤確立事
業費

地域活性化（観光活性
化）ファンド組成事業費 20,000 0

国内外からの観光客増加が見込まれる中、さらなるインバウンド需要の拡大を図るため、関係機関ととも
に地域活性化ファンドを組成し、当該ファンドを通じて、観光事業者がインバウンド需要へ対応するための
施設整備などを進めるために要する長期資金について、資本制劣後ローン等の供給を行うことにより、地
域の自立的・継続的な取組を支援します。

中小企業・小規模企
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 3,435 3,435

まちづくりと一体となって商店街を活性化していくため、商店主等のネットワークづくりや、地域住民・商業
者・関係団体・市町・県等が連携した商店街の魅力づくりを支援します。また、商店街が地元住民などとと
もに行う地域活性化のためのプロジェクトや、販売力向上、空き店舗の活用等の取組に対して支援しま
す。

中小企業・小規模企
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 1,368,814 1,330,076

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。また、小規模企業に対する支援体制を強化す
るため、商工会、商工会議所職員体制の再構築を図ります。

中小企業・小規模企
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 1,925 1,925 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。
中小企業・小規模企
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
な市場開拓促進事業費 9,977 1,000

県内外で活躍するデザイナー等との連携を通じて、県内事業者の新商品の開発を行うとともに、事業者の
規模に応じた商品の開発・改良から流通までの一貫したデザイン戦略を活用した支援を行い、大都市圏お
よび海外を視野に入れた販路拡大などの取組を推進します。

中小企業・小規模企
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

魅力ある商品づくり促進
事業費 2,567 0 ロールモデルとなる強いビジネスモデルを持つ事業者を育成するため、ブランディングスキルの習得を支

援し、販売力の向上を図ります。また、引き続き県内集客拠点での商談会等の機会を提供します。
中小企業・小規模企
業の振興

雇用経済部
ＩＣＴ利活用産業
活性化推進事業
費

ＩＣＴ利活用産業活性化推
進事業費 1,241 621

地域経済の活性化を図るため、産学官で構成する「みえＩＣＴを活用した産業活性化推進協議会」におい
て、ＩＣＴやビックデータ・オープンデータ等を活用した産業の振興に向けた取組やＩＣＴに関する人材の育成
を行います。

中小企業・小規模企
業の振興

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
費

みえ中小企業・小規模企
業振興推進協議会事業
費

3,907 0

地域の実情に応じた中小企業・小規模振興を具体的かつ計画的に推進するため、県内５地域に設置した
「みえ中小企業・小規模企業振興推進協議会」において、中小企業・小規模企業の振興に関するテーマや
中小企業・小規模企業が抱える課題の把握及び解決策の検討等を行うとともに、地域課題解決のための
具体的な取組（プロジェクト）を支援します。

中小企業・小規模企
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 7,234 480 小規模企業者等設備資金を活用し設備を導入した小規模企業者や創業者に対して事後指導を行うことに

より、事業の円滑な進展を支援し、事業者の経営力の強化等が図られるようにします。
中小企業・小規模企
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 16,535 16,535

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。

中小企業・小規模企
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等
事業費補助金 121,986 7,894

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や、新事業の創出・育成等に向けた総合的な支援策
をきめ細かく提供できるワン・ストップ・サービス型の支援事業に対し補助します。

中小企業・小規模企
業の振興

雇用経済部 経営向上・経営
革新支援事業費 経営革新支援事業費 843 0 新事業展開等を行う中小企業・小規模企業に対し、商工団体等関係機関と一体になって、経営革新計画

の作成支援やブラッシュアップ、フォローアップを行います。
中小企業・小規模企
業の振興

雇用経済部 スタートアップ支
援事業費

スタートアップ支援事業
費 5,940 124

新たなビジネスや雇用を生み出すスタートアップは、地方創生の実現に貢献することから、これまでの創
業・第二創業に加えて、グローバルな視点を持ったスタートアップの創出を促進するため、県内の事業者、
創業希望者等を対象に、海外への事業展開および第二創業等のグローバル・スタートアップ支援に取り組
みます。

中小企業・小規模企
業の振興

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 12,615 12,615

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・成長産業
の振興

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 5,837 0 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するため、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ます。
ものづくり・成長産業
の振興

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 3,257 127 中小企業・小規模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・強化を図るため、川下企業との出前商談会等を開催します。
ものづくり・成長産業
の振興

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 42,787 14,337

高度部材イノベーションセンターを拠点に、川上産業と川下産業の連携、大企業と中小企業・小規模企業
の連携、多様な人材・研究機関の交流などのコーディネートを進め、企業の研究開発、中小企業の技術課
題解決等に対して支援します。

ものづくり・成長産業
の振興

雇用経済部
高度部材に係る
研究開発促進事
業費

石油コンビナート（化学工
場）地域創生人材育成事
業費

8,162 0
四日市コンビナートに代表される石油精製・石油化学企業が、新機能素材の開発・生産を進める際に必要
な多様で高度な人材を確保・育成するため、在職者に対する訓練プログラム開発を行うとともに、専門的
な知識の習得や実習等を実施します。

ものづくり・成長産業
の振興

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 21,004 0

ものづくり中小企業・小規模企業の研究開発や技術力の向上および新しい市場開拓を促進するため、県
や研究機関を中心とした支援ネットワークを構築して、企業の抱える課題を抽出することにより、経営戦略
策定から技術開発まで一貫して支援します。また、三重県と北海道との産業連携では、新ビジネスの創出
や地域活性化を図るため、両地域で開催される産業展に相互に参加することなどにより交流を進めます。

ものづくり・成長産業
の振興

雇用経済部
中小企業高付加
価値化促進事業
費

ものづくり基盤技術応用
展開支援事業費 2,262 0

県内ものづくり中小企業・小規模企業の開発力・生産力の向上を図るため、多様な分野のものづくり中小
企業・小規模企業に共通する基盤技術（設計、生産技術、評価、分析）に関する研究会を開催し、最新の
知識習得、および各企業における新たなチャレンジを支援します。

ものづくり・成長産業
の振興

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 1,455 728

三重県が今後、何で稼ぎ、何で雇用を生み出していくのか、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」を着実に具現化・ローリングしていくため、アド
バイザリーボードを開催し、産業振興にかかる取組の方向性について議論を実施します。

ものづくり・成長産業
の振興

雇用経済部 みえ産業企業選
事業費 みえ産業企業選事業費 919 0 優れたものづくり技術やサービスの高付加価値化などを実現している中小企業等を顕彰する「三重のおも

てなし経営企業選」を実施します。
ものづくり・成長産業
の振興



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 航空宇宙産業振
興事業費

航空宇宙産業振興事業
費 23,873 13,524

平成27年３月に策定した「みえ航空宇宙産業振興ビジョン」に基づき、生産技術者の育成や留学支援など
の人材育成、認証取得の支援などによる参入促進、試作開発の支援などの事業環境整備に取り組みま
す。

ものづくり・成長産業
の振興

雇用経済部 航空宇宙産業振
興事業費

航空宇宙産業地域創生
人材育成事業費 77,274 0

航空宇宙産業への新規参入や事業拡大に必要な現場技能者や高度技術者等の安定的な確保・育成を
めざし、県内の航空宇宙産業に関わる企業において、現場ＯＪＴを中心に外部の専門講座受講等のＯＦＦ
－ＪＴを組み合わせた人材育成を実施します。

ものづくり・成長産業
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 2,497 2,497 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。
ものづくり・成長産業
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 52,954 6,612

中小企業・小規模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・小規模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・小規模企業の技術高度化や新商品開発を促進します。

ものづくり・成長産業
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 19,383 18,341 鈴鹿山麓研究学園都市センターの維持管理に係る経費 ものづくり・成長産業

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 64,470 64,350 工業研究所の運営及び管理に要する経費 ものづくり・成長産業

の振興

雇用経済部 新価値創造連携
研究事業費

新価値創造連携研究事
業費 3,901 1,951

地域の産業競争力を強化するために、国・公設試験研究機関、大学等との技術交流の推進を図るととも
に、地域企業を取り巻く連携活動を強化することによって、地域企業に求められる新しい価値を創造する
試験研究や技術開発に取り組み、産業技術の芽を創出します。

ものづくり・成長産業
の振興

雇用経済部 技術支援強化費 中小企業・小規模企業の
課題解決支援事業費 32,945 1,683 県内中小企業・小規模企業が抱える技術課題を解決するため、新商品開発等の企業ニーズに応じて共同

研究を実施するとともに、依頼試験や機器開放、人材育成研修等を実施することにより技術支援します。
ものづくり・成長産業
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 28,908 8,069 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 ものづくり・成長産業

の振興

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
促進事業費

海外・大都市圏を目指す
グローカル食品の開発促
進事業費

531 266
三重県内のみならず、海外や大都市圏においても販売可能な県産食品を開発するために、広域流通に関
する技術的課題の解決を図ります。多様な主体とともに、研究会や共同研究等を行い、課題を明らかにす
るとともに、広域流通のための技術開発や試作品づくりを行います。

ものづくり・成長産業
の振興

雇用経済部 ものづくり基盤技
術開発事業費

ものづくり基盤技術開発
事業費 1,755 1,755 県内中小企業、特に小規模企業の基盤技術の底上げを図るため、技術情報の提供や新技術導入に向け

た取組を企業と協働で行うことにより、企業の技術開発力の向上に取り組みます。
ものづくり・成長産業
の振興

雇用経済部 食の商品戦略支
援事業費

みえセレクション運営事
業費 1,865 1,208 県内の特徴ある優れた産品を選定する「みえセレクション制度」を実施し、販路の拡大につなげます。 「食」の産業振興

雇用経済部 食の商品戦略支
援事業費

食の販路開拓支援事業
費 4,800 625 県内や大都市圏等における商談会等を開催し、官民協働で情報発信を行い、県内事業者の販路開拓に

つなげます。 「食」の産業振興

雇用経済部 みえの食輸出促
進事業費

みえの食輸出促進事業
費 7,737 3,869

日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）等と連携し、官民一体となって県産品の輸出拡大を促進するとともに、三重
県フェア等と連携した国内外での商談機会を創出することにより、県内事業者の販路拡大に向けた取組を
支援します。

「食」の産業振興

雇用経済部
全国菓子大博覧
会・三重開催支
援事業費

全国菓子大博覧会・三重
開催支援事業費 38,244 22,949 「第27回全国菓子大博覧会・三重（お伊勢さん菓子博2017）」の開催に向け、関係市等と連携し、実行委

員会の取組を支援します。 「食」の産業振興

雇用経済部 食の産業振興支
援事業費

食の産業連携推進事業
費 887 569 「みえ食の産業振興ビジョン」に基づく食関連産業振興施策を効果的に推進するため、外部有識者等で

構成するアドバイザリーボードを運営します。 「食」の産業振興

雇用経済部 食の産業振興支
援事業費

「みえの食」グローバル市
場獲得推進事業費 33,164 16,582

三重県の食材や食文化に対する国内外からの注目や関心の高まり、インバウンド需要の拡大を踏ま
え、県内事業者の商品戦略の立案や海外への販路拡大に対する支援、食に関する多様な連携の推進や
多言語情報発信の強化を行うことで、国内外への県産品の販路拡大につなげ、「みえの食」のブランドイ
メージの構築と認知度の向上を図り、グローバル市場の獲得を推進します。

「食」の産業振興

雇用経済部 食の産業人材育
成支援事業費

食・観光産業におけるホ
スピタリティ人材の育成・
確保事業費

13,744 0
県内サービス産業におけるホスピタリティ人材の育成・確保を図るため、食・観光産業の中核を担う人材を
対象とした「おもてなし経営」等に関する研修会の開催や優良サービスを展開している企業での短期ＯＪＴ
等を実施します。

「食」の産業振興

雇用経済部
水素等エネル
ギー関連技術開
発事業費

水素等エネルギー関連
技術開発事業費 6,930 1,813

県内企業が水素エネルギーをはじめとした環境・エネルギー関連分野へ進出できるようにするため、企業
間のネットワークの構築や充実を図るとともに、工業研究所が中心となって、水素・燃料電池や太陽エネ
ルギー利用等の分野における企業との共同研究などの支援に取り組みます。

地域エネルギー力の
向上

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 150,791 0 水力発電所、火力発電所など発電用施設の周辺地域の市町が実施する公共用施設整備事業などを支援

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。
地域エネルギー力の
向上

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

1,085 0
電源立地地域対策交付金を活用し、県内へ事業所の新設、増設、移設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、発電用施設に対する理解を深め、エネルギーの安定供給を図るため、積立金の
運用を行います。

地域エネルギー力の
向上

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） 99 0 エネルギーの安定供給を図ることを目的とし、発電用施設の円滑な運転に対する理解を深めるため、発電

用施設周辺地域振興事業費補助金を活用して事業を実施するための事務経費
地域エネルギー力の
向上

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） 49,513 0 水力発電所施設が所在する市町が実施する公共用施設整備事業などを支援することにより、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。
地域エネルギー力の
向上

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） 52 0 エネルギーの安定供給を図ることを目的とし、発電用施設の円滑な運転に対する理解を深めるため、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
地域エネルギー力の
向上

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 135,682 0 石油貯蔵施設立地周辺市町が実施する消防施設などの公共用施設整備事業などを支援することにより、

石油貯蔵施設に対する理解を深め、石油貯蔵施設の設置・運営等の円滑化を図ります。
地域エネルギー力の
向上

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 16,855 8,428

産学官で構成する「みえスマートライフ推進協議会」において、環境・エネルギー関連技術を活用した新た
なビジネスモデルや社会モデルを検討します。また、地域コミュニティ単位で取り組む新エネルギーを活用
したまちづくりを支援するとともに、家庭や事業所等に対して新エネルギーや省エネに関する普及啓発活
動を行います。

地域エネルギー力の
向上

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・エ
ネルギー産業活性化推
進事業費

2,121 1,061 バイオマスを利用した研究開発プロジェクトの推進に向けた研究会、メタンハイドレート実用化の推進に向
けた研究会、水素を活用した社会の実現に向けた研究会を運営します。

地域エネルギー力の
向上

雇用経済部
再生可能エネル
ギー等導入推進
基金事業費

再生可能エネルギー等
導入推進基金事業費 509,251 0

国の再生可能エネルギー等導入推進基金事業を活用することにより、平成26年度から28年度までの間、
災害時において災害応急対策の拠点として機能する施設等に太陽光発電をはじめとする再生可能エネル
ギーや蓄電池等の導入を支援します。

地域エネルギー力の
向上

雇用経済部
再生可能エネル
ギー等導入推進
基金事業費

再生可能エネルギー等
導入推進基金積立金 578 0

平成26年11月に環境省から平成26年度から平成28年度まで再生可能エネルギー等導入推進基金事業
の交付決定を踏まえて、災害時において災害応急対策の拠点として機能する施設等に、太陽光発電をは
じめとする再生可能エネルギーや蓄電池等の導入を支援することで、災害に強く、環境への負荷の少ない
地域づくりを推進することを目的とした事業の財源とするため、国からの交付金が既に基金に積み立てら
れていることから積立金の運用を行います。

地域エネルギー力の
向上

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 271 271 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。
地域エネルギー力の
向上

雇用経済部 企業誘致・投資
促進事業費 企業誘致推進事業費 4,720 4,720 本県産業の発展と雇用の創出に資するため、安定性かつ成長性の高い国内外の優良企業の県内への立

地に向けた誘致活動を行います。

戦略的な企業誘致の
推進と県内再投資の
促進

雇用経済部 企業誘致・投資
促進事業費 産業集積促進補助金 400,000 792

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。
(1)交付対象 情報通信関連産業の核となる企業立地
(2)交付要件 投下固定資産額 600億円以上

増加する事業従事者 600人
うち常用雇用者 300人
うち県内常用雇用者 100人以上

(3)交付額 投下固定資産額×15%
（限度額90億円、最大15年分割）

戦略的な企業誘致の
推進と県内再投資の
促進

雇用経済部 企業誘致・投資
促進事業費 県内投資促進事業費 1,603,040 179,849

地域経済の活性化や雇用機会の創出に向けて、マイレージ制度を取り入れた企業投資促進制度を活用
し、成長産業、マザー工場化、研究開発施設、外資系企業の拠点などに関する県内投資に対する支援を
行います。また、国の特例制度の認定支援および本県独自の支援制度により、企業の本社機能移転・拡
充を促進します。さらに、県内中小企業の製品・サービスの高付加価値化を図るため、ものづくり基盤技術
の高度化などを目的として行う設備投資や、地域への経済波及効果の高い集客交流関連産業などにおけ
る投資を支援します。

戦略的な企業誘致の
推進と県内再投資の
促進

雇用経済部 対内投資促進事
業費

外資系企業誘致促進事
業費 4,866 2,433 国・ジェトロおよびＧＮＩ協議会との連携や、海外ミッション等で構築したネットワークを活用し、国際的な競

争力やブランド力を有する外資系企業の誘致に取り組みます。

戦略的な企業誘致の
推進と県内再投資の
促進

雇用経済部 企業操業環境向
上事業費

企業操業環境向上事業
費 1,886 1,886 市町等と連携して、規制の合理化および法手続きの迅速化や新たな事業用地の確保に向けた検討など、

新たな県内投資における課題の解決を支援することにより、企業の操業環境の向上を図ります。

戦略的な企業誘致の
推進と県内再投資の
促進



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 伊勢志摩サミット
推進事業費

伊勢志摩サミット推進事
業費 79,687 49,666

伊勢志摩サミットの成功に向けて、市町、企業、関係団体等と連携し、各国先遣隊の歓迎レセプション等
の「開催支援」の取組、花いっぱいおもてなし運動やクリーンアップ活動等の「おもてなし」の取組、ジュニ
アサミット参加者との交流等の「明日へつなぐ」取組、三重県情報館（仮称）の設営・運営等の「三重の発
信」の取組を推進します。

国際展開の推進

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 20,130 2,848

中国及びアセアン地域を対象とした海外展開支援拠点を活用するとともに、産学官金が一体となって設置
した「みえ国際展開推進連合協議会」を核として、本県がネットワークを有する国・地域との連携・交流の機
会を創出し、県内中小企業・小規模企業の海外展開を促進します。

国際展開の推進

雇用経済部 航空宇宙産業海
外連携事業費

航空宇宙産業海外連携
事業費 31,613 15,807 航空宇宙産業において、県内企業の新規参入や事業拡大を促進するため、これまで構築してきた海外と

のネットワークの活用、深化、新規開拓などを総合的に支援します。 国際展開の推進

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 11,958 11,958

成長分野として重点的に取り組む航空宇宙分野での産業連携等を促進し、県内中小企業・小規模企業等
の海外取引の拡大、国際化等を支援するため、日本貿易振興機構（ジェトロ）との連携により、企業ニーズ
に応じた販路開拓等の支援、海外の市場動向・制度等に関する情報提供等のサービスを提供します。

国際展開の推進

雇用経済部 国際戦略推進事
業費 友好提携等推進事業費 11,693 93 姉妹友好提携先である河南省、パラオ共和国が平成28年にそれぞれ、提携30周年、20周年を迎えること

から、幅広い分野での交流が進むよう、民間等の参画を得て記念事業等を実施します。 国際展開の推進

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 1,578 0

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、
姉妹友好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。

国際展開の推進

雇用経済部 観光事業推進費 観光事業推進費 25,546 25,320
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。

観光の産業化と海外
誘客の促進

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 204,139 203,532 三重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。 観光の産業化と海外

誘客の促進

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 43,543 3,543 三重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。
観光の産業化と海外
誘客の促進

雇用経済部 国内誘客推進事
業費 国内誘客推進事業費 36,637 36,637 （公社）三重県観光連盟、（公社）伊勢志摩観光コンベンション機構等と連携し、観光情報の発信と誘客

促進の取組を一体的に展開することにより、持続的な三重県観光の基盤強化に取り組みます。
観光の産業化と海外
誘客の促進

雇用経済部 国内誘客推進事
業費

観光の産業化推進委員
会負担金 111,018 55,509

本県の強みである「食」をテーマとした新たなパスポート事業の展開や、そのデータを活用した観光関連産
業をはじめ、サービス産業の支援など、地域の「稼ぐ力」を引き出す仕組みづくりを展開します。また、「日
本版ＤＭＯ」候補法人への登録に向けた取組を行うとともに、モデル的に創設された「日本版ＤＭＯ」を県
内他地域へ横展開していくための基盤づくりに取り組みます。

観光の産業化と海外
誘客の促進

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 15,154 10,597 外国人観光客の誘客を図るため、旅行博覧会出展やメディア招請による認知度向上の取組及び海外旅

行事業者へのセールスや商談会を開催します。
観光の産業化と海外
誘客の促進

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 2,684 0 台湾との観光交流をさらに発展させるため、観光事業者等と連携した誘客及び新北市との交流の取組を

行います。
観光の産業化と海外
誘客の促進

雇用経済部 海外誘客推進事
業費

外国人観光客対応人材
育成事業費 9,402 0 外国人観光客の増加に対応できる人材の不足に対応するため、外国人を「おもてなし」できる人材を育成

する訓練を行います。
観光の産業化と海外
誘客の促進

雇用経済部 関西事務所費 関西事務所管理事業費 15,517 15,506 観光誘客、「食」の販路拡大等を図るため、関西圏における三重県の営業拠点である「三重県関西事務
所」を適切に管理運営し、戦略的な営業活動を展開します。

三重の戦略的な営業
活動

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 9,638 234

三重テラスを中心に、日本橋エリアの関係団体や他県アンテナショップ等の企画やイベント等と連携し、首
都圏でのさらなるネットワークの強化と拡大を図るとともに、サミットで注目を集めたコンテンツを活用した
イベントやレストランフェア、国内外での観光や物産を紹介するフェアの開催など、三重の魅力を強力に情
報発信する営業活動を展開します。

三重の戦略的な営業
活動

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 6,100 3,050

「関西圏営業戦略」に基づき、歴史・文化・「食」をキーワードに、テーマや対象を明確にした観光・物産展、
講座等を通じて、一般消費者、マスコミ、飲食店等に、三重の魅力を市町等と連携し情報発信します。ま
た、飲食店経営者、小売・流通事業者等に対し、生産者の紹介等を通じて三重県食材の取扱拡大等に努
めるとともに、県内事業者に商談会情報等を提供し、商談会への参加等を支援します。

三重の戦略的な営業
活動

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 97,085 86,093 首都圏営業拠点「三重テラス」の来館者や事業者等に対するアンケートなどを実施し、運営の改善などに

つなげながら、効果的な管理・運営を行っていきます。
三重の戦略的な営業
活動

雇用経済部 給与費 人件費 2,185,578 2,185,578 雇用経済部職員人件費 人件費

雇用経済部 給与費 人件費 80,045 80,045 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 201 201 部長及び局長交際費 その他


