
※平成30年4月1日時点
基本目標Ⅰ　活力あるしまね
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　政策・ 施策・ 事務事業名 　　　所管所属
　基本目標Ⅰ　活力あるしまね

政策１　ものづく り・ Ｉ Ｔ産業の振興
Ⅰ－１－１　企業の競争力強化

しまね食品等輸出促進対策事業 しまねブランド推進課

中海水中貯木場管理運営 林業課

政策２　自然が育む資源を活かした産業の振興
Ⅰ－２－１　売れる農林水産品・ 加工品づく り

農林水産関係振興プラン等の進行管理事務 農林水産総務課

農林水産試験研究推進事業 農林水産総務課

農業技術センター試験研究費 農業経営課

農業改良普及事業 農業経営課

需要に応じた水田農業推進総合対策事業 農産園芸課

産地間競争を勝ち抜く島根米の販売力強化対策事業 農産園芸課

経営所得安定対策直接支払推進事業 農産園芸課

地域農業経営確立支援事業 農産園芸課

農業競争力強化対策事業 農産園芸課

新農林水産振興がんばる地域応援総合事業 農産園芸課

農業復旧対策事業 農産園芸課

園芸産地再生担い手育成事業 農産園芸課

園芸県推進事業 農産園芸課

野菜価格安定対策事業 農産園芸課

しまねの西条柿（ あんぽ柿） もうける産地育成事業 農産園芸課

みんなでつなげる「 しまね有機の郷」 事業 農産園芸課

安全で美味しい島根の県産品認証事業 農産園芸課

農業環境対策事業 農産園芸課

土壌環境対策事業 農産園芸課

しまね和牛生産振興事業 畜産課

乳用牛生産振興事業 畜産課

畜産公共事業 畜産課

畜産技術センター研究費 畜産課

畜産経営体支援指導事業 畜産課

中小家畜振興対策事業 畜産課

畜産競争力強化対策事業 畜産課

農畜産物の放射性物質検査等事業 畜産課

家畜疾病危機管理対策事業 畜産課

家畜伝染病予防事業 畜産課

家畜衛生対策事業 畜産課

ＢＳＥ検査体制確立事業 畜産課

飼料安全対策事業 畜産課

島根県獣医師確保緊急対策事業 畜産課

６次産業推進事業 しまねブランド推進課

農業農村整備事業管理 農村整備課

ほ場整備事業 農村整備課
しまねの農地再生・ 利活用促進事業（ 耕作放棄地再生利用緊急対策基盤整備等事業） 農村整備課

用排水施設等整備事業 農地整備課

一般農道等整備事業 農地整備課

国営事業完了地区等対策推進事業 農地整備課

国営造成施設管理事業 農地整備課

森林整備地域活動交付金事業 林業課

林業公社支援事業 林業課

中山間地域の農林試験研究推進事業 林業課

山の幸づく り振興対策事業 林業課

循環型林業に向けた森林経営の収益力向上対策事業 林業課

林業・ 木材産業成長産業化対策 林業課・ 森林整備
課木質バイオマス集荷体制支援事業 林業課

林業・ 木材産業制度資金融資事業 林業課
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※平成30年4月1日時点
基本目標Ⅰ　活力あるしまね
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　政策・ 施策・ 事務事業名 　　　所管所属

林業普及指導事業 林業課

県有林整備事業 林業課

県行造林事業 林業課

新農林水産振興がんばる地域応援総合事業 林業課

森林計画樹立事業 森林整備課

森林資源情報の更新・ 管理事業 森林整備課

しまねの林業支援寄附金活用事業 森林整備課

造林事業 森林整備課

林業種苗供給事業 森林整備課

県・ 市町村林道事業、広域基幹林道事業 森林整備課

栽培漁業事業化総合推進事業 水産課

新農林水産振興がんばる地域応援総合事業（ 水産分） 水産課

栽培漁業センター管理運営委託事業 水産課

しまねのさかな商品力アップ・ 普及活動強化事業 水産課

漁場利用調整事業 水産課

漁業秩序維持管理事務 水産課

漁獲管理事業 水産課

国際漁業対策事業 水産課

水産業競争力強化漁船導入促進事業 水産課

アユ種苗生産拠点施設整備支援事業 水産課

漁港整備事業 漁港漁場整備課

漁場整備事業 漁港漁場整備課

漁港管理 漁港漁場整備課

Ⅰ－２－２　県産品の販路開拓・ 拡大の支援
農林水産物の流通促進事業 しまねブランド推進課

しまね食品産業総合支援事業 しまねブランド推進課

地産地消推進事業 しまねブランド推進課

しまね食品等輸出促進対策事業 しまねブランド推進課

石見地域の県産品魅力発信事業 しまねブランド推進課

建築物木造化・ 木質化促進事業（ 木の家ですくすく子育て応援事業） 林業課

木材生産流通対策事業 林業課

Ⅰ－２－３　農林水産業の担い手の育成・ 確保
農林水産業協同組合検査事務 農林水産総務課

新規就農者確保・ 育成事業 農業経営課

農業次世代人材投資事業 農業経営課

担い手総合支援事業 農業経営課

人・ 農地問題解決支援事業 農業経営課

農林大学校における教育研修 農業経営課

農地利用集積の促進事業 農業経営課

農地利用関係の調整･調査 農業経営課

農地利用最適化推進支援事業 農業経営課

自作農財産管理事務 農業経営課

農業共済団体指導事業 農業経営課

農業協同組合等指導事業 農業経営課

農業制度資金融資事業 農業経営課

園芸産地を支える経営体育成事業 農産園芸課

水田を活用した畜産担い手育成強化事業 畜産課

林業就業者確保・ 魅力ある就労環境づく り事業 林業課

しまねの漁業担い手づく り事業 水産課

水協法に基づく指導・ 監督事務 水産課

水産業融資対策事業 水産課

漁場油濁救済事業 水産課

離島漁業再生支援事業 水産課

資源管理・ 漁業所得補償制度に関する事務 水産課
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※平成30年4月1日時点
基本目標Ⅱ　安心して暮らせるしまね
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　政策・施策・事務事業名 　　　所管所属
　基本目標Ⅱ　安心して暮らせるしまね

政策１　安全対策の推進
Ⅱ－１－７　災害に強い県土づくり

農村地域防災減災事業(地すべり対策事業） 農地整備課

農村地域防災減災事業(ため池等整備事業） 農地整備課

防災ダム管理及び保守事務 農地整備課

治山施設事業、地すべり防止事業 森林整備課

災害復旧事業 漁港漁場整備課

漁港海岸保全事業 漁港漁場整備課

Ⅱ－１－８　食の安全の確保
米トレーサビリティ制度推進事業 農産園芸課

水産物衛生・安全対策事業 水産課

政策５　生活基盤の維持・確保
Ⅱ－５－１　道路網の整備と維持管理

広域ネットワークの形成に資する漁港臨港道路整備事業 漁港漁場整備課

Ⅱ－５－５　農山漁村の多面的機能の維持・発揮
集落営農体制強化スピードアップ事業 農業経営課

中山間地域等直接支払事業 農業経営課

多面的機能支払交付金事業 農村整備課

中山間ふるさと・水と土基金事業 農村整備課

野生鳥獣被害対策事業 森林整備課

水産多面的機能発揮対策 水産課

Ⅱ－５－６　居住環境づくり
中山間地域総合整備事業 農村整備課

農業集落排水事業 農村整備課

漁村環境整備事業 漁港漁場整備課
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※平成30年4月1日時点
基本目標Ⅲ　心豊かなしまね
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　政策・施策・事務事業名 　　　所管所属
　基本目標Ⅲ　心豊かなしまね

政策４　自然環境、文化・歴史の保全と活用
Ⅲ－４－１　多様な自然の保全

水と緑の森づくり事業 林業課

全国植樹祭実施事業 林業課

県民参加による森づくり事業 林業課

緑化推進事業 林業課

森林病害虫等防除事業 森林整備課

保安林整備管理事業 森林整備課

林地開発許可事務 森林整備課

野生鳥獣保護対策事業 森林整備課

島根ＣＯ２吸収・固定量認証制度 森林整備課

Ⅲ－４－２　自然とのふれあいの推進
花ふれあい公園事業 農産園芸課

森林林業体験活動推進事業 林業課

宍道湖自然館管理運営事務 水産課

Ⅲ－４－５　環境保全の推進
いのち育む島根の「 環境農業」 推進事業 農産園芸課

資源循環対策推進事業 農産園芸課

環境保全型農業直接支払交付金事業 農産園芸課

Ⅲ－４－６　再生可能エネルギーの利活用の推進
木質バイオマス資源の利用促進（林業・木材産業成長産業化対策） 林業課
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