
　　

知事部局(本庁)

政策企画監室

変更なし
政策企画監
室

秘書課

１室３課 広聴広報課

統計調査課

総務課 (法人設立準備室) 総務課

《廃止》 (大学改革室)

総務部 人事課 (新行政ｼｽﾃﾑ推進室) 総務部 人事課 (新行政ｼｽﾃﾑ推進室)

７課(６室) 新 (福利厚生室) ８課(５室)

《廃止》 職員課

財政課 財政課

税務課 (徴収・市町村税支援室) 税務課 (徴収・市町村税支援室)

管財課 管財課

営繕課 営繕課

消防防災課 (原子力安全対策室) 消防防災課 (原子力安全対策室)

(防災航空管理所) (防災航空管理所)

地域政策課 (地域振興室) 地域政策課 (地域振興室)

地域振興部 市町村課 《廃止》 地域振興部 市町村課 (市町村合併支援室)

新 (権限移譲推進室)

５課(４室) 情報政策課 (電子自治体推進室) ５課(４室) 情報政策課 (電子自治体推進室)

交通対策課 (航空対策室) 交通対策課 (航空対策室)

土地資源対策課 土地資源対策課

環境生活総務課 (NPO活動推進室)

変更なし 環境生活部 (男女共同参画室)

６課(５室) (消費生活室)

人権同和対策課 (人権啓発推進ｾﾝﾀｰ)

文化国際課 (文化振興課)

自然環境課

環境政策課

廃棄物対策課

健康福祉総務課 健康福祉総務課

健康福祉部 地域福祉課 健康福祉部 地域福祉課

８課(３室) 医療対策課 新 (医師確保対策室) ８課(２室) 医療対策課

(県立病院管理室) (県立病院管理室)

健康推進課 健康推進課

高齢者福祉課 高齢者福祉課

青少年家庭課 (少子化対策推進室) 青少年家庭課 (少子化対策推進室)

障害者福祉課 障害者福祉課

薬事衛生課 薬事衛生課

平成１８年度組織図「本庁等」（新旧対照）

平成１７年度平成１８年度

新
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知事部局(本庁)

平成１８年度組織図「本庁等」（新旧対照）

平成１７年度平成１８年度

農林水産総務課 (政策推進室) 農林水産総務課 (政策推進室)

農林水産部 農業経営課 農林水産部 農業経営課

10課(９室) 農畜産振興課 (食料安全推進室) 10課(７室) 農畜産振興課 (食料安全推進室)

新 (家畜病性鑑定室)

しまねﾌﾞﾗﾝﾄﾞ推進課 新 (貿易促進支援室) しまねﾌﾞﾗﾝﾄﾞ推進課

【商工労働部と共管】 【商工労働部と共管】

農村整備課 農村整備課

農地整備課 (国営事業対策室) 農地整備課 (国営事業対策室)

林業課 (木材振興室) 林業課 (木材振興室)

森林整備課 (鳥獣対策室) 森林整備課 (鳥獣対策室)

水産課 (海づくり推進室) 水産課 (海づくり推進室)

(漁協合併支援室) (漁協合併支援室)

漁港漁場整備課 漁港漁場整備課

商工政策課 商工政策課

商工労働部 観光振興課 商工労働部 観光振興課

７課(１室) しまねﾌﾞﾗﾝﾄﾞ推進課 新 (貿易促進支援室) ７課 しまねﾌﾞﾗﾝﾄﾞ推進課

【農林水産部と共管】 【農林水産部と共管】

産業振興課 産業振興課

企業立地課 企業立地課

経営支援課 経営支援課

労働政策課 労働政策課

土木総務課 (建設産業対策室)

変更なし 土木部 技術管理課

13課(４室) 用地対策課

道路維持課

道路建設課

高速道路推進課

河川課 (河川開発室)

斐伊川神土川対策課

港湾空港課 (空港整備室)

砂防課

都市計画課 (景観政策室)

下水道推進課

建築住宅課

会計課

変更なし 出納局

２課 審査課

６１課・１外室・（課内室２７）
※防災航空管理所は課内室として、共管課は１課としてカウント

６０課・１外室・（課内室３１）
※防災航空管理所は課内室として、共管課

及びその課内室はそれぞれ１課、１課内室としてカウント
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企業局

　

総務課

変更なし 企業局 経営課

３課 開発課

議会事務局

総務課 (秘書室)

変更なし 議会事務局

２課(２室) 議事調査課 (政務調査室)

教育庁

総務課 総務課

教育庁 教育施設課 教育庁 教育施設課

９課１室(５室) 高校教育課 ９課２室(４室) 高校教育課

(県立学校改革推進室) (県立学校改革推進室)

(特別支援教育室) (特別支援教育室)

全国高等学校総合文化祭推進室 全国高等学校総合文化祭推進室

義務教育課 (生徒指導推進室) 義務教育課 (生徒指導推進室)

保健体育課 保健体育課

生涯学習課 生涯学習課

人権同和教育課 人権同和教育課

文化財課 (世界遺産登録推進室) 文化財課 (世界遺産登録推進室)

新 (古代文化ｾﾝﾀｰ)

《廃止》 古代文化ｾﾝﾀｰ

福利課 福利課

各委員会

変更なし 人事委員会事務局 企画課

１課

監査第一課

変更なし 監査委員事務局

２課 監査第二課

変更なし 労働委員会事務局 審査調整課

１課

平成１７年度平成１８年度

平成１７年度平成１８年度

平成１８年度組織図「本庁等」（新旧対照）

平成１７年度平成１８年度

平成１７年度平成１８年度
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平成１８年度組織図「地方機関」（新旧対照） 

※平成１８年度に改正する機関のみを記載 

知事部局（地方機関：行政機関等） 

Ｈ１８年度 Ｈ１７年度 

 【機関】       【出張所・分室等】  【機関】       【出張所・分室等】 

〔総務部〕 〔総務部〕 

 

 

 

 

新 

新 

隠岐支庁 

水産局島前出張所 

県土整備局島前事業部

隠岐空港管理所 

東部県民センター 

西部県民センター 

 

〔地域振興部〕 〔地域振興部〕 

 《総務部へ所管替》 

《総務部へ所管替》 

《総務部へ所管替》 

《総務部へ所管替》 

《廃止・再編・総務部へ所管替》 

《廃止・再編・総務部へ所管替》 

《廃止・再編・総務部へ所管替》 

《廃止・再編・総務部へ所管替》 

《廃止》 

《廃止・再編・総務部へ所管替》 

《廃止・再編・総務部へ所管替》 

隠岐支庁 

水産局島前出張所 

県土整備局島前事業部

隠岐空港管理所 

松江総務事務所 

木次総務事務所 

出雲総務事務所 

川本総務事務所 

大田分室 

浜田総務事務所 

益田総務事務所 

〔農林水産部〕 〔農林水産部〕 

 

 

 

 

 

 

 

新 

新 

 

 

新 

《廃止・再編》 

《廃止・再編》 

《廃止・再編》 

《廃止・再編》 

《廃止・大田事業所に統合》

《廃止・再編》 

《廃止・再編》 

東部農林振興センター 

西部農林振興センター 

《廃止・農業技術センターへ統合》 

《廃止・東部農林振興センターへ統合》 

畜産技術センター 

水産技術センター 

《廃止・水産技術センターの内部組織化》

《廃止・水産技術センターの内部組織化》

《廃止・水産技術センターへ統合》 

《廃止・水産技術センターへ統合》 

松江農林振興センター 

木次農林振興センター 

出雲農林振興センター 

川本農林振興センター 

大田耕地事業所 

浜田農林振興センター 

益田農林振興センター 

 

 

しまねの味開発指導センター 

中海干拓営農センター 

 

水産試験場 

鹿島浅海分場 

附属漁業無線指導所 

内水面水産試験場 

栽培漁業センター 
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平成１８年度 平成１７年度 

 【機関】【出張所・分室等】  【機関】【出張所・分室等】 

〔商工労働部〕 〔商工労働部〕 

 《廃止・西部県民センターへ統合》 浜田商工労政事務所 

〔土木部〕 〔土木部〕 

 松江県土整備事務所 

雲南県土整備事務所 

出雲県土整備事務所 

県央県土整備事務所 

大田事業所《大田耕地事業と統合》

浜田県土整備事務所 

益田県土整備事務所 

松江土木建築事務所 

木次土木建築事務所 

出雲土木建築事務所 

川本土木建築事務所 

大田土木事業所 

浜田土木建築事務所 

益田土木建築事務所 

４７機関１４出張所・分室等 ５９機関１８出張所・分室等 

 

知事部局（地方機関：公の施設） 

Ｈ１８年度 Ｈ１７年度 

 【機関】【付属施設等】  【機関】【付属施設等】 

〔環境生活部〕 〔環境生活部〕 

 県民会館《名称変更》 

《廃止・H17.8 末》 

島根県民会館 

石西県民文化会館 

〔健康福祉部〕 〔健康福祉部〕 

新 女性相談ｾﾝﾀｰ西部分室 

《廃止・民間移管》 

《廃止・民間移管》 

《廃止・民間移管》 

 

身体障害者授産センター 

さざなみ学園 

こくぶ学園 

〔農林水産部〕 〔農林水産部〕 

 《廃止・行政機関化》 

《廃止・本庁農畜産振興課・課内室化》 

《廃止・畜産技術センターへ統合》 

畜産技術センター 

家畜衛生研究所 

種畜センター 

３７機関２付属施設等 ４４機関１付属施設等 
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