
Ⅰ 活力あるしまね

２．自然が育む資源を活かした産業の振興
（単位：百万円）

NO 区分 予算 事 業 名 要求額 要求の概要 部局名

区分

11 部局 将来の農林水産業を 39 自然環境の変化や、食に対する価値観や消費行動の多様化と 農林水産部

支える技術開発プロ いった社会環境の変化に対応し、将来の島根県の農林水産業を [農林水産総務課]

ジェクト 支え、農山漁村の存在価値を高めるために必要な技術開発を実

施

・競争力強化のための新たな特産資源の創出

・環境保全と地域内資源の循環利用による地域産業の確立

12 部局 新規就農者等育成確 192 相談～研修～就農の各段階での支援を実施するとともに、就 農林水産部

保推進事業 農後のフォローにより県内農業の担い手を育成・確保 [農業経営課]

・就業プランナーによる相談や就業マッチング

・首都圏でのセミナー開催や就農相談バスツアーの実施

・半農半Ｘ実践者の就農前研修及び定住定着等の支援

・新規就農者の経営安定のフォローや若手農業者の経営力養

成等を行う「しまねアグリビジネス実践スクール」の運営

・新規就農者の雇用先を確保するため企業の農業参入を支援

13 義務 農地利用集積促進事 434 担い手への農地の集積・集約化を図るため、農地中間管理機 農林水産部

部局 業 構による借受及び貸付け等を促進 [農業経営課]

14 部局 新農林水産振興がん 225 農林水産業・農山漁村の持続的な発展を実現するため、地域 農林水産部

ばる地域応援総合事 の農林水産業者や関係機関等の主体的で戦略的な課題解決を図 [農産園芸課]

業 る取組等を支援

15 新規 創生 園芸産地を支える経 42 園芸産地の再生・発展を図るため、経営体の法人化、園芸施 農林水産部

営体育成事業 設の集積・再活用等、産地を支える仕組みづくりを推進 [農産園芸課]

16 創生 産地間競争を勝ち抜 16 島根米が産地間競争に勝ち残るために必要な契約的取引（※） 農林水産部

く島根米の販売力強 の拡大に向け、販売強化対策の取組を推進 [農産園芸課]

化対策事業 ※複数年契約・播種前契約・収穫前契約等の事前契約のこと

17 創生 しまねの西条柿（あ 14 生産者の所得向上、地域雇用の確保、地域の活性化を図るた 農林水産部

んぽ柿）もうける産 め、市場等から要望の高い西条柿（あんぽ柿）の生産を推進 [農産園芸課]

地育成事業
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18 特需 農業・農村振興対策 70 県内農業者の所得向上、農村の活性化及び広域的な農業振興 農林水産部

部局 事業 等を図るための支援を実施 [農産園芸課]

・島根米のレベルアップに向けた体制整備支援 [畜産課]

・リース団地の整備支援

・共同子牛育成施設や共同繁殖牛管理施設の整備支援

19 部局 みんなでつなげる 48 有機農産物の生産体制を確立するため、農業者等の組織化、 農林水産部

「しまね有機の郷」 基盤整備、機器導入や販路開拓、新たに有機農業を始めるＵＩ [農産園芸課]

事業 ターン者の受入、食育や地産地消などの取組と連携した地域ぐ

るみの活動等を支援

20 部局 安全で美味しい島根 11 県独自の基準に基づく認証制度の運用により県産農林水産物 農林水産部

県産品認証事業 の安全確保と消費者の信頼づくりを促進し、市場での競争力を [農産園芸課]

強化

21 新規 創生 水田を活用した畜産 16 水田等を活用し、放牧畜産経営に取り組む担い手の育成を強 農林水産部

部局 担い手育成強化事業 化するため、サポート体制の強化や開始リスクを軽減するため [畜産課]

の取組を支援

22 特需 島根県獣医師確保緊 16 本県の家畜衛生並びに食品衛生行政等に携わる県職員獣医師 農林水産部

急対策事業 の安定確保を図るため、将来、職員として獣医師の業務に従事 [畜産課]

しようとする獣医学生に対し修学資金を貸与

23 部局 第11回全国和牛能力 21 しまね和牛の改良度合いを検証するとともに、全国にしまね 農林水産部

共進会出品対策事業 和牛の能力をＰＲすることを目的に、第11回全国和牛能力共進 [畜産課]

会（宮城県）への出品対策の強化と大会への参加を支援

24 部局 しまね食品産業総合 72 食品産業が抱える諸課題を、入口（商品づくり）から出口 農林水産部

支援事業 （販路拡大・情報発信）までのプロセスに応じて一体的に支援 商工労働部

することにより、個々の企業の競争力を高め、収益の増加や経 [しまねブランド

営の安定化、さらには県内食品産業の底上げを推進 推進課]
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25 創生 ６次産業推進事業 147 事業者の所得向上や地域の雇用拡大を図るため、市町村を中 農林水産部

部局 心とした広がりのある6次産業の展開等を促進し、多様な事業 商工労働部

者が、地域の創意工夫を活かしながらネットワークを構築して [しまねブランド

取り組む新商品の開発や製造などを支援 推進課]

26 部局 地産地消推進事業 10 地元で生産された農林水産物を地元で消費する「地産地消」 農林水産部

を推進するため、島根県地産地消促進計画に基づく取組を実施 商工労働部

・県民への普及啓発・意識醸成のための情報発信 [しまねブランド

・地産地消推進店の普及、マルシェの推進 推進課]

・県産品展示商談会の開催、各圏域での取組推進等

27 創生 林業担い手育成確保 56 林業事業体における林業従事者のスキルアップとその定着促 農林水産部

部局 対策事業 進、新規林業就業者の確保のための対策を実施 [林業課]

28 部局 次世代林業基盤づく 549 需要に応じた低コストで効率的な木材の生産・供給、木材利 農林水産部

り交付金事業 用の拡大を実現するため、間伐・路網整備や木材加工施設等の [林業課]

整備などを総合的に支援

29 創生 山の幸づくり振興対 44 きのこ産地の増産、低コスト化に必要な生産施設の新設・改 農林水産部

部局 策事業 修等に要する経費の一部を助成 [林業課]

市場性のある新品種きのこの導入を図るため栽培施設での実

証栽培等を実施

30 部局 循環型林業に向けた 93 利用期を迎えた立木の伐採と再造林を促進し、循環型林業を 農林水産部

原木生産促進事業 確立するため、森林所有者に対して原木の搬送経費を助成 [林業課]

31 特需 木質バイオマス県内 54 未利用材を効率的に集荷・乾燥するための作業道・山土場の 農林水産部

全域集荷体制支援事 整備及び燃料チップ増産に伴う人材の確保を支援 [林業課]

業

32 新規 特需 水産業競争力強化漁 73 国の水産業競争力強化漁船導入緊急支援事業により高性能漁 農林水産部

船導入促進事業 船を導入して収益性の改善等、漁業の構造改革に取り組む漁業 [水産課]

者を市町村を通じて支援
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33 特需 浜田地域水産業構造 15 浜田地域の水産業を支える沖合底びき網漁業について、地域 農林水産部

改革推進事業 協議会が漁船の長寿命化修繕を通じて行う漁獲物の品質向上や [水産課]

流通体制改善等の構造改革の取組を推進するため、浜田市が支

援する経費の一部を助成

34 部局 新規漁業就業者確保 10 地域に定住し、漁村における事業を継承する沿岸自営漁業者 農林水産部

・育成事業 を確保・育成するため、漁業体験・研修の場を提供し、新規就 [水産課]

業者の定着を支援するとともに、新規就業のための支援ニーズ

等の調査を実施


