
１ 危機管理体制の整備 小計 4,985,864

(1) 不測の災害対策
県民による防災・減災活動推進
（群馬県地震防災戦略推進）

1,026 総務部 危機管理室

県民による防災・減災活動推進
（三県防災協定に基づく連携推進）

1,114 総務部 危機管理室

防災拠点・災害対策本部実施室整備
（防災拠点施設機能強化）

― 総務部 危機管理室

防災拠点・災害対策本部実施室整備
（災害対策本部実施室整備）

― 総務部 危機管理室

危機管理・防災対策推進 13,862 総務部 危機管理室

防災情報システム端末機器更新 10,944 総務部 危機管理室

被災者受入れのための民間賃貸住宅等借り上げ 209,506 総務部 危機管理室

防災航空隊運営 179,815 総務部 消防保安課

災害時多言語情報センター設置運営訓練 1,051 生活文化スポーツ部 NPO･多文化共生推進課

災害医療対策【再掲】 2,596,468 健康福祉部 医務課 Ｐ７

災害拠点病院等施設設備整備【再掲】 75,268 健康福祉部 医務課
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８．安全な暮らし実現プロジェクト

近年、安全・安心志向は高まっており、県民は「犯罪や災害の少ない『安全』な群馬県」づくりに大きな期待を寄せてお

り、このような県民の期待に応えるため、安全を確保するさまざまな取組を充実させるとともに、地域全体で支え合う安全な

地域づくりを推進します。

新規／拡充 主 な 事 業 予算額
（単位：千円）
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プロジェクトのねらい

拡充 災害用医薬品備蓄等 2,107 健康福祉部 薬務課

再生可能エネルギー等導入推進基金事業 1,355,300 環境森林部 環境政策課 Ｐ１１

環境放射能水準調査 8,850 環境森林部 環境保全課

放射性物質汚染対処特別措置法遵守状況監視 640 環境森林部 廃棄物・リサイクル課

被災対策整備 58,874 警察本部 警察本部

(2) 新型インフルエンザ対策 新型インフルエンザ等対策 113,821 健康福祉部 保健予防課

(3) 家畜伝染病対策 家畜伝染病予防 127,898 農政部 畜産課 Ｐ１８

家畜衛生技術指導 25,902 農政部 畜産課

(4) テロ対策 危機管理・防災対策推進【再掲】 13,862 総務部 危機管理室

テロ等の危機管理対策 部局予算対応 警察本部 警察本部

２ 犯罪・交通事故の防止 小計 6,739,261

(1) 犯罪対策 地域防犯力向上対策 1,898 生活文化スポーツ部 県民生活課

子ども・女性の安全確保対策 4,481 生活文化スポーツ部 県民生活課

拡充 DV被害者支援 3,850 生活文化スポーツ部 人権男女共同参画課 Ｐ４

女性保護事業推進 61,222 生活文化スポーツ部 人権男女共同参画課

犯罪被害者等支援 13,542 生活文化スポーツ部
警察本部

人権男女共同参画課、
警察本部

Ｐ４

違法ドラッグ対策強化 2,178 健康福祉部 薬務課

犯罪抑止総合対策 20,281 警察本部 警察本部

広域・科学捜査（重要犯罪・重要窃盗犯検挙） 282,550 警察本部 警察本部

新規 車両捜査支援システム整備 197,346 警察本部 警察本部 Ｐ２７

組織・来日外国人犯罪対策 35,014 警察本部 警察本部

国際人材育成 1,500 警察本部 警察本部

少年非行防止対策 6,274 警察本部 警察本部

犯罪抑止総合対策（子ども・女性の安全対策）
20,281
の一部

警察本部 警察本部

渋川警察署新築整備 2,052,948 警察本部 警察本部 Ｐ２７

新規 前橋警察署新前橋交番新築移転整備 42,000 警察本部 警察本部 Ｐ２７
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(2) 交通事故防止対策 交通安全対策（交通安全総合推進、交通安全特別対策） 5,033 県土整備部 交通政策課

交通事故被害者支援 4,381 県土整備部 交通政策課

歩道整備、交差点改良 2,356,644 県土整備部 道路管理課、都市計画課

交通安全対策・交通指導取締 55,242 警察本部 警察本部

交通安全対策（高齢者）
55,242
の一部

警察本部 警察本部

交通安全施設整備 1,588,396 警察本部 警察本部 Ｐ２７

３ 消費者被害の防止・食の安全確保 小計 541,302

(1) 消費者被害の防止 消費者行政活性化推進 74,258 生活文化スポーツ部 消費生活課 Ｐ４

消費者被害防止対策 978 生活文化スポーツ部 消費生活課

拡充 動物愛護拠点施設整備 165,250 健康福祉部 衛生食品課 Ｐ１１

(2) 食の安全確保 食品安全検査 18,670 健康福祉部 食品安全課

リスクコミュニケーション推進 1,516 健康福祉部 食品安全課

食に関する理解促進 1,308 健康福祉部 食品安全課

食品衛生 39,976 健康福祉部 衛生食品課

乳肉衛生 93,102 健康福祉部 衛生食品課

牛肉の放射性物質全頭検査 22,549 健康福祉部 衛生食品課

群馬のきのこ安全確保対策 6,988 環境森林部 林業振興課

きのこの放射性物質に関する研究 1,285 環境森林部 林業試験場

農産物等放射性物質検査 10,705 農政部 農政課

学校給食安心対策（事前調査） 1,766 教育委員会 健康体育課

４ 県民による安全な地域づくり 小計 86,455

(1) 地域の消防・防災体制の充実 消防学校運営 66,809 総務部 消防保安課

危機管理・防災対策推進【再掲】 13,862 総務部 危機管理室

地域防災力パワーアップ支援 135 総務部 危機管理室

県民による防災・減災活動推進
（地域災害対応力養成支援）

1,899 総務部 危機管理室

(2) 地域の防犯体制の強化 犯罪抑止総合対策（地域防犯体制強化）
20,281
の一部

警察本部 警察本部

(3) 地域における交通安全対策 交通安全対策（交通指導員活動促進） 3,750 県土整備部 交通政策課

プロジェクト合計 12,352,882

※ 予算額の小計・合計は、再掲事業のほか、本資料に記載されていないその他の事業の予算額も含みます。


