
A-くらし

番号 テーマ 内          容 担 当 課 （室）

A-1
個人情報保護制度につ
いて

　個人情報保護制度についてわかりやすく説明
を行います。

 総務課
 TEL：0852-22-6139
 FAX：0852-22-6140

A-2 税金教室

※小・中・高校生対象

　租税教育推進協議会を通して、次代を担う子ど
もたち（小・中・高校生）を対象に税の意義や役割
について説明します。

　【授業の一環として実施しますのでクラス単位
でお申し込み下さい】

 税務課
 TEL：0852-22-6830
 FAX：0852-22-6038

A-3
防災・危機管理対策に
ついて

自然災害（地震・風水害など）に関する知識や災
害情報（気象予警報など）の活用方法、自主防
災組織に関係することなどについて説明します。

 防災危機管理課
 TEL：0852-22-5885
 FAX：0852-22-5930

A-4
しまね社会貢献基金に
ついて

　しまね社会貢献基金への寄附や支援事業につ
いて説明します。

 環境生活総務課
 (ＮＰＯ活動推進室)
 TEL：0852-22-5094
 FAX：0852-22-5636

A-5 消費者問題出前講座

　消費生活に関する情報、トラブル事例や被害に
あわないためのポイント、対処方法などを説明し
ます。また、成年年齢引下げに伴う若年者を対
象とした消費者教育について情報提供します。

 環境生活総務課
　(島根県消費者セン
ター）
 TEL：0852-22-5094
 FAX：0852-32-5918

A-6
ラムサール条約につい
て

  ラムサール条約湿地に登録された宍道湖・中
海の自然や環境保全・賢明な利用などについて
説明します。

 環境政策課
（宍道湖・中海対策推進
室）
 TEL：0852-22-6742
 FAX：0852-25-3830

A-7
宍道湖・中海の水環境
を考える

身近な河川等と宍道湖・中海の水環境の現状を話し
合い、私たちにできる水質保全対策について一緒に
考えましょう。

 環境政策課
(宍道湖・中海対策推進
室）
 TEL：0852-22-6742
 FAX：0852-25-3830

A-8 しまね田舎ツーリズム

　県内の豊かな自然、歴史・文化を生かして、農
山漁村体験等により都市住民等との交流活動を
行う「しまね田舎ツーリズム」について、県内各地
での活動事例などを紹介します。

 しまね暮らし推進課
 TEL：0852-22-5687
 FAX：0852-22-5761

A-9 ＵＩターンの支援
　島根県が行っているＵＩターン支援、定住対策
について紹介します。

 しまね暮らし推進課
 TEL：0852-22-5068
 FAX：0852-22-5761

A-10
規制緩和による地域の
活性化について

　構造改革特区、地域再生計画、しまね版特区
の制度概要と事例を紹介します。

 しまね暮らし推進課
 TEL：0852-22-6234
 FAX：0852-22-5761



A-くらし

番号 テーマ 内          容 担 当 課 （室）

A-11

バスや鉄道など地域交
通の確保、日常の交通
に対する悩み解消につ
いて

　バスや鉄道などの維持が危ぶまれる中で、こ
れらの生活交通手段を確保するための県の取組
みや先進地事例について説明します。
　また、過疎化や高齢化などにより、既存の公共
交通だけでは解消できない日常生活を支えるた
めの移動の悩みに対して、様々な仕組みや制度
を紹介します。

 交通対策課
 TEL：0852-22-6510
 FAX：0852-22-6511

A-12
安全安心出前講座
［安全安心防犯教室］

　地域の高齢者等を対象として、特殊詐欺や悪
質商法の被害防止のため、防犯教室を開催しま
す。

各警察署
生活安全担当窓口

【お申し込みは電話のみ】

A-13
安全安心出前講座
［非行防止教室］

※小・中・高校生対象

　小・中・高校生等を対象として、規範意識の醸
成を図るため、非行防止教室を開催します。

各警察署
生活安全担当窓口

【お申し込みは電話のみ】

A-14
安全安心出前講座
［情報セキュリティ教室］

　全年齢層を対象として、スマートフォン等の利
用に係る具体的な犯罪被害事例を基に、イン
ターネットの特性や危険性について注意喚起を
行う情報セキュリティ教室を開催し、情報セキュリ
ティ意識と情報モラルの向上を図ります。

各警察署
生活安全担当窓口

【お申し込みは電話のみ】

A-15
安全安心出前講座
〔交通安全講習〕

　全年齢を対象として、「歩行シミュレータ」、「自
転車シミュレータ」等の機器を活用した参加・体
験型講習を含めた各種交通安全講習により、交
通安全意識の向上と安全運転・安全行動の定着
化を図ります。
　また、高齢者を対象として、認知機能検査員に
よる認知機能検査等により身体機能や認知機能
の変化を自覚できる講習会についても実施しま
す。

各警察署
交通担当窓口

【お申し込みは電話のみ】

A-16
生物多様性と希少野生
動植物の保護について

　生物多様性と県内における希少野生動植物保護の
取組について説明します。

 自然環境課
 TEL：0852-22-6517
 FAX：0852-26-2142

A-17 動物愛護について
　動物行政（犬猫）の現状と今後の取組みについ
て説明します。

 薬事衛生課
 TEL：0852-22-5260
 FAX：0852-22-6041

A-18
海岸漂着物対策につい
て

　海岸に流れ着いたごみによる影響や、きれいな
海を取り戻すための取り組みを説明します。

 廃棄物対策課
 TEL：0852-22-6739
 FAX：0852-22-6738



A-くらし

番号 テーマ 内          容 担 当 課 （室）

A-19
隠岐ユネスコ世界ジオ
パークについて

　ユネスコ世界ジオパークに認定された隠岐ジオ
パークの概要について説明します。

 自然環境課
 TEL：0852-22-6517
 FAX：0852-26-2142

A-20
人権が尊重される社会
の実現を目指して

  島根県人権施策基本方針や令和３年度に実施
した人権問題に関する県民意識調査の結果等に
ついて説明します。

 人権同和対策課
（人権啓発推進セン
ター）
 TEL：0852-22-6849
 FAX：0852-22-9674

A-21
島根県の大気環境につ
いて

　島根県の大気環境の監視体制と最近の測定
結果を紹介するとともに汚染物質の濃度が高く
なった場合の対応について説明します。

環境政策課
TEL:0852-22-6742
FAX:0852-25-3830

A-22 食品表示について
　食品売り場のポップや食品のパッケージの表示、生
鮮食品と加工食品の表示方法、食品表示の見方を分
かりやすく勉強します。

 薬事衛生課
 TEL：0852-22-6487
 FAX：0852-22-6041

A-23
ポリ塩化ビフェニル（ＰＣ
Ｂ）廃棄物について

ＰＣＢの有害性やＰＣＢを廃絶するための県の取組み
を説明します。

廃棄物対策課
 TEL：0852-22-5261
 FAX：0852-22-6738

A-24
ツキノワグマのお話

※小中学生対象

　ツキノワグマの生息状況や生態、遭遇した場合の
対処方法などツキノワグマを正しく理解してもらうこと
で、将来にわたりツキノワグマを含めた野生鳥獣と共
存していくことの意義や大切さなどをお話しします。

 農林水産総務課
（鳥獣対策室）
TEL：0852-22-5160
FAX：0852-22- 5967



B-健康・福祉

番号 テーマ 内          容 担 当 課 （室）

B-1
ハンセン病についての正し
い理解

  ハンセン病に関する歴史と正しい知識について、一
緒に学習してみましょう。

 健康推進課
 TEL：0852-22-5329
 FAX：0852-22-6328

B-2 介護保険制度について
  「介護保険制度の考え方」、「実際に利用しようと
思ったときの手続きや費用がどれくらいかかるか」な
どについて、わかりやすく説明します。

 高齢者福祉課
 TEL：0852-22-6522
 FAX：0852-22-5238

B-3 医師の確保について
　県内の医療機関における医師不足の現状と医師の
確保に向けた県の対策について説明します。

 医療政策課
 TEL：0852-22-5251
 FAX：0852-22-6040

B-4 看護職員の確保について
　県内の医療機関等における看護職員不足の現状と
看護職員の確保に向けた県の対策について説明しま
す。

 医療政策課
 TEL：0852-22-5252
 FAX：0852-22-6040

B-5
ＤＶ（ドメスティック・バイオ
レンス）について

　ＤＶ・デートDV（若年層における交際相手からの暴
力）の現状や課題を通して、ＤＶに関する正しい理解
を深め、一人ひとりの人権を尊重し、暴力を生まない
社会の実現に向けて共に考えましょう。

 青少年家庭課
 TEL：0852-22-5241
 FAX：0852-22-6045

B-6 児童虐待について
　児童虐待の現状や課題を通して、児童虐待に関す
る正しい理解を深め、子どもの「命」と「権利」、「未来」
が守られる社会の実現に向けて、共に考えましょう。

 青少年家庭課
 TEL：0852-22-5241
 FAX：0852-22-6045

B-7 里親制度について

　家庭での養育が困難で、社会的養育を必要とする
児童の現状や里親の養育体験等を通して、里親制度
についての正しい理解を深め、要保護児童の養育を
支える地域づくりについて共に考えましょう。

 青少年家庭課
 TEL：0852-22-5241
 FAX：0852-22-6045

B-8
青少年の健全育成につい
て

　青少年を取り巻く社会環境が急速に変化する中に
あって、未来を担う青少年を地域全体で育てていくた
めの取組みについて共に考えましょう。

 青少年家庭課
 TEL：0852-22-5241
 FAX：0852-22-6045

B-9
がんについて一緒に学ぼ
う

　県内のがんの現状とその対策についてわかりやす
く説明します。

 健康推進課
 TEL：0852-22-5060
 FAX：0852-22-6328

B-10 感染症について
　感染症(新型インフルエンザ、結核、エイズ等)の正
しい知識についてわかりやすく説明します。

 感染症対策室
 TEL：0852-22-5254
 FAX：0852-22-6905

B-11 地域福祉について
　地域の見守りや支え合いの体制づくり、民生委員活
動、生活保護制度、社会福祉法人の役割など地域福
祉サービスについて説明します。

 地域福祉課
 TEL：0852-22-6822
 FAX：0852-22-5448



B-健康・福祉

番号 テーマ 内          容 担 当 課 （室）

B-12 献血の推進について
　血液事業の現状について知っていただき、献血の
重要性について説明します。

 薬事衛生課
 TEL：0852-22-5260
 FAX：0852-22-6041

B-13 こころの健康
　自死予防対策の一環として、うつ病やストレス対処
法についての正しい知識の普及を行い、理解を深め
ます。

 障がい福祉課
 TEL：0852-22-5247
 FAX：0852-22-6687

B-14 肝炎について
　肝炎の正しい知識についてわかりやすく説明しま
す。

 感染症対策室
 TEL：0852-22-5254
 FAX：0852-22-6905

B-15 食品衛生について
　食品衛生に関する新しい情報と正しい食品の取扱
いについて説明します。

 薬事衛生課
 TEL：0852-22-5260
 FAX：0852-22-6041

B-16 薬物乱用防止について
　薬物乱用の危険性や乱用防止に向けた県の対策
について説明します。

 薬事衛生課
 TEL：0852-22-5260
 FAX：0852-22-6041

B-17 移植で救う命のはなし
　臓器や骨髄を移植することで救える命があります。
善意に支えられる移植医療の現状と意思表示制度等
について分かりやすくお話しします。

 医療政策課
 TEL：0852-22-6682
 FAX：0852-22-6040

B-18
ヘリコプターによる救急搬
送について

　島根県の救急医療体制において欠かすことのでき
ないドクターヘリ等による救急搬送について説明しま
す。

 医療政策課
 TEL：0852-22-5688
 FAX：0852-22-6040

B-19
まめネットでつながる医療
情報・介護情報のはなし

　複数の医療機関・介護施設の医療情報・介護情報
を、患者さんの同意のもとで共有する「まめネット」の
メリットについて説明します。

 医療政策課
TEL：0852-22-5076
FAX：0852-22-6040

B-20
地域包括ケアシステムに
ついて

誰もが住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の
最後まで続けることができるようにする仕組み「地域
包括ケアシステム」について説明します。

高齢者福祉課
 (地域包括ケア推進室)
 TEL:0852-22-6341
 FAX:0852-22-5238

B-21 薬剤師確保について
県内の薬局・医療機関等における薬剤師不足の現状
と薬剤師の確保に向けた県の対策について説明しま
す。

薬事衛生課
TEL：0852-22-5260
FAX：0852-22-6041



C-教育・文化

番号 テーマ 内          容 担 当 課 （室）

C-1 特別支援教育の推進
　幼・保・小・中・高・特別支援学校等における特別支
援教育の充実に向けた取組みについて説明します。

 特別支援教育課
 TEL：0852-22-5420
 FAX：0852-22-6231

C-2 学力育成の取組み
　小・中・高１２年間を見通した学力育成の取組みに
ついて説明します。

 教育指導課
 TEL：0852-22-5421
（小中学校）
 TEL：0852-22-6132
（高等学校）
 FAX：0852-22-6026

C-3 キャリア教育の取組み
　小・中・高を通じてのキャリア教育の取組みについ
て説明します。

 教育指導課
（地域教育推進室）
 TEL：0852-22-6057
 FAX：0852-22-6026

C-4 生徒指導の取組み
　小・中・高におけるいじめ・不登校・問題行動・ネット
トラブルなど生徒指導の課題と取組みについて説明
します。

 教育指導課
 (子ども安全支援室）
 TEL：0852-22-6064
 FAX：0852-22-6265

C-5 人権教育の推進
　学校教育や社会教育における人権教育の取組みを
説明します。

 人権同和教育課
 TEL：0852-22-5901
 FAX：0852-22-6166

C-6
地域課題解決に向けた
参加型学習のススメ

　地域課題の解決に向けて、話し合いによる参加者
同士のつながりや学びの場をつくり、地域づくりや人
づくりの取り組みに活用できる「地域魅力化プログラ
ム」について説明し、プログラムを体験します。

 東部社会教育研修セン
ター
 TEL：0853-67-9060
 FAX：0853-69-1380

C-7 文化財保護
　島根県は国指定文化財２２８件、県指定文化財３７
１件を有しています。これらの文化財について、その
特色やすばらしさを説明します。

 文化財課
 TEL：0852-22-5880
 FAX：0852-22-5794

C-8 世界遺産石見銀山遺跡
　全世界で現在１１５４件登録されている世界遺産に
ついての概要や世界遺産に登録された石見銀山遺
跡の歴史や特徴について説明します。

 文化財課
（世界遺産室）
 TEL：0852-22-6127
 FAX：0852-22-5794

C-9
外国人住民との共生につ
いて

  外国人住民の現状と共生に向けての取組みを紹介
します。

 文化国際課
 TEL：0852-22-6463
 FAX：0852-22-6412

C-10 異文化への理解を深める
  国際交流員等により、韓国・ロシア・カナダ・ブラジル
等の文化を紹介します。

 文化国際課
 TEL：0852-22-6463
 FAX：0852-22-6412



C-教育・文化

番号 テーマ 内          容 担 当 課 （室）

C-11 島根の歴史文化 　県内各地の特色ある歴史文化遺産について、その
魅力や最新の研究成果をわかりやすくお伝えします。

 文化財課
（古代文化センター）
 TEL：0852-22-6727
 FAX：0852-22-6728

C-12
学校図書館活用教育 　なぜ、今学校図書館なのか。学校図書館活用教育

の意義とこれまでの取組みについて説明します。

教育指導課
 TEL：0852-22-6709
 FAX：0852-22-6026

C-13
幼児期におけるふるまい
向上と定着について

幼児期の「ふるまい」の向上や定着につながる「健康
な心と体」、「自立心」、「道徳性・規範意識の芽生
え」、「社会生活との関わり」等の育成をめざした研修
を提供します。

 教育指導課
（地域教育推進室）
 TEL：0852-22-6867
 FAX：0852-22-6026

C-14
NPO法人制度及び認定
NPO法人制度について

　NPO法人及び認定NPO法人の制度や、県内におけ
る現状を説明します。

 環境生活総務課
 (ＮＰＯ活動推進室)
 TEL：0852-22-5094
 FAX：0852-22-5636

C-15
「やさしい日本語」につい
て

　外国人、子ども、高齢者などに分かりやすい「やさし
い日本語」について説明します。

 文化国際課
 TEL：0852-22-6463
 FAX：0852-22-6412

C-16
障がいのある方とともに働
く職場づくり

特別支援学校での取組みを紹介しながら、障がいの
ある人が力を発揮できる業務の紹介や環境づくり、サ
ポートの仕方について説明します。

特別支援教育課
TEL：0852-22-5420
FAX：0852-22-6231

C-17
「第８４回国民スポーツ大
会・第２９回全国障害者ス
ポーツ大会」について

  令和１２年に島根県で開催される同大会について理
解いただくため、開催の目的や意義について説明し
ます。

 スポーツ振興課
 TEL：0852-22-6406
 FAX：0852-22-6767

C-18
「しまね教育魅力化ビジョ
ン」について

　学校・家庭・地域・行政が連携・協働し、一体となっ
た教育施策を推進するため、本県教育の基本理念や
施策の方向性を示す「しまね教育魅力化ビジョン」に
ついて説明します。

教育庁総務課
 TEL:0852-22-5403
 FAX:0852-22-5661

C-19
幼児教育の重要性につい
て

乳幼児期の子どもの発達について、近年の研究成果
等をもとに説明します。
また、幼児期の重要性についても研修会も提供しま
す。

 教育指導課
（地域教育推進室）
 TEL：0852-22-6867
 FAX：0852-22-6026



D-産業・雇用

番号 テーマ 内          容 担 当 課 （室）

D-1
県の商工労働行政の概要
について

　島根県の商工業や県の主要施策などを資料
に基づき説明します。

 商工政策課
 TEL:0852-22-6626
 FAX:0852-22-6039

D-2
県の観光振興施策につい
て

　島根県の観光の現状や県内外での観光の宣
伝の取組みなどについて説明します。

観光振興課
TEL:0852-22-5292
FAX:0852-22-5580

D-3
県産品の販路拡大につい
て

　島根県産食品や工芸品の国内外での販路拡
大の取組みについて説明します。

 しまねブランド推進課
 TEL:0852-22-5128
 FAX:0852-22-6859

D-4
産業技術センターが行う
研究開発について

　新製品や新技術を創出するため、県内企業と
産業技術センターが連携して取り組む研究開発
プロジェクトの内容を紹介します。

 産業振興課
 TEL:0852-22-6019
 FAX:0852-22-5638

D-5
ものづくり産業への支援に
ついて

　ものづくり企業の経営管理・生産管理・技術力
の強化、新規取引先の開拓、新分野進出、海
外展開などへの取組みと支援施策について説
明します。

 産業振興課
 TEL:0852-22-6019
 FAX:0852-22-5638

D-6 ＩＴ産業の振興策について

　県では、地方でも成長が期待できる産業の一
つとしてＩＴ産業の振興に力を入れています。プ
ログラミング言語「Ｒｕｂｙ」を使った特色あるＩＴ振
興の取組みについて説明します。

 産業振興課
 TEL:0852-22-6019
 FAX:0852-22-5638

D-7
中小企業の経営革新への
取組みについて

　中小企業は地域経済力の源泉です。県内企
業の経営革新への取組みと、それを支援する
施策について事例を交えて説明します。

 中小企業課
 TEL:0852-22-5288
 FAX:0852-22-5781

D-8
県の企業誘致の取組みに
ついて

　１．これまでの企業誘致による県内の産業集
積について説明します。
　２．なぜ企業誘致が必要なのか、その理由に
ついて説明します。
　３．企業誘致を行う上での、島根県の強みと課
題について説明します。

 企業立地課
 TEL:0852-22-5295
 FAX:0852-22-6080



D-産業・雇用

番号 テーマ 内          容 担 当 課 （室）

D-9 県の融資制度について
　県では、県内の中小企業者を主な対象にした
各種の融資制度を運用していますが、その仕組
みや内容について紹介します。

 中小企業課
 TEL:0852-22-6554
 FAX:0852-22-5781

D-10
商工会議所・商工会の役
割について

　各地の商工会議所・商工会は、各市町村を基
本的な単位として設置されていますが、行って
いる業務内容や地域での役割等について紹介
します。

 中小企業課
 TEL:0852-22-6554
 FAX:0852-22-5781

D-11
若年者や求職者の雇用機
会創出及び産業人材育
成・確保支援について

　若年者や求職者の雇用促進や就職に必要な
能力の向上を図るため島根県が行っている
様々な取組みを紹介します。

雇用政策課
TEL：0852-22-5617
FAX：0852-22-6150

D-12 再生可能エネルギー入門
　太陽光や風力、水力、バイオマスなど、地球
にやさしいエネルギーである再生可能エネル
ギーについて説明します

 地域政策課
 TEL：0852-22-5957
 FAX：0852-22-6042

D-13
環境にやさしい水力発電・
風力発電・太陽光発電の
しくみ

  クリーンエネルギーとして注目されています水
力発電・風力発電・太陽光発電について、発電
所の内部や電気の出来る仕組みを模型や写真
を使って説明します。

 企業局施設課
 TEL：0852-22-5678
 FAX：0852-22-5679

D-14 農業・農村の役割

  農業水路の流れや田園景観などの、心和む
農村の風景(「水・土・里」)に触れてみません
か。
私たちが住む農村が持っている、国土保全、良
好な景観の形成など、いろいろな役割を考えて
みましょう。
★農業施設等見学会
　・農業水利施設などの見学会
　・農業・農村の役割や農業農村整備事業の
　　目的についての学習会

※各地域の担当機関については、以下のリンク
を参照ください。
https://www.pref.shimane.lg.jp/industry/norin/i
nfo/demae/menu_03.html

 農村整備課
 TEL：0852-22-5142
 FAX：0852-31-6274



D-産業・雇用

番号 テーマ 内          容 担 当 課 （室）
  島根県には豊かな恵みを与えてくれる海、湖、
川があります。水辺とのふれあい方、そこに棲
む生物や環境、そして漁業の意義や大切さをわ
かりやすくお話しします。
 【屋内講座】
★水産教室
　・島根県の水産業や水生生物
　・島根県の海洋・河川・湖沼環境や特徴
　・栽培漁業や養殖業など

【野外講座】
★川辺の教室
　・川,湖の魚,シジミ,水生昆虫の観察など
★海辺の教室
　・磯や浜の生物の観察
　・標本の作り方など

D-16 災害に強い農村づくり

  近年、台風などの集中豪雨等により各地で災
害が多発しています。農業用ため池や農業用
水路について適切な維持管理・点検方法を知
り、災害に強い農村づくりをしましょう。
★農業用ため池等の維持管理と点検について

 農地整備課
 TEL：0852-22-5150
 FAX：0852-22-6035

D-17 森づくりの指導

  大切な森を、みんなで守ることが重要となって
います。植栽や間伐などの森づくりの作業方法
などについて解説や指導を行います。
★森づくりの一般解説と指導
　・植栽、下刈り、除伐、枝打、間伐作業

 林業課
 TEL：0852-22-5153
 FAX：0852-26-2144

D-18
知って防ごう！職場での
労働トラブル

　働くにあたって知っておきたいワークルールの基礎
知識、職場でのハラスメント対策など、次の二つの
テーマについてわかりやすく説明します。
[テーマ]
・学校向けワークルールについて
・事業所向け）職場でのハラスメント対策について

 労働委員会事務局審査
調整課
 TEL：0852-22-5450
 ＦＡＸ：0852-25-6950

D-19
ヘルスケアビジネス事業
化支援について

ヘルスケアビジネスに関する情報や事業化に
向けた支援等の施策について説明します。

 産業振興課
 TEL:0852-22-6019
 FAX:0852-22-5638

D-20 棚田の役割

 急斜面に作られた小さな田んぼでは、おいしい
お米が作られ続けています。心和む日本の原
風景といわれる棚田に触れてみませんか。 棚
田が持っている、国土保全、良好な景観の形成
などいろいろな役割を考えてみましょう。
　・棚田ウオーク
　・棚田の役割についての学習会

 農村整備課
 TEL：0852-22-6262
 FAX：0852-31-6274

D-21 県の事業承継について
島根県における事業承継の取組みや支援につ
いて説明します。

 中小企業課
 TEL:0852-22-6554
 FAX:0852-22-5781

しまねの水産

※小中学生対象 沿岸漁業振興課
TEL：0852-22-6293
ＦＡＸ：0852-22-5929

D-15



D-産業・雇用

番号 テーマ 内          容 担 当 課 （室）

D-22
おいしい元気！しまねの
牛乳
※小学生対象

牛乳は、生乳100％の農産物。牛の育て方や環
境、季節によって風味も変わります。
島根県で育った牛から搾った、新鮮でおいしい
しまねの牛乳の魅力を伝えます。
★酪農家のお話
★模擬搾乳体験
★バターづくり　他

農畜産課
TEL：0852－22－5135
FAX：0852－22－6043

D-23 美味しまね認証制度

　島根県で生産される農林水産物について、生
産者の取組みを認証する島根県のＧＡＰ（生産
工程管理）認証制度についてお話します
安全で美味しい農林水産物を生産する生産者
の取組みを島根県知事が認証する、この島根
県独自の仕組みについてお話します。

産地支援課
 TEL：0852-22-6011
 FAX：0852-22-6036

D-24
県内企業の海外展開支援
について

　海外への販路拡大や拠点設置など、県内企
業が取り組む「海外展開」に対する支援施策を
紹介します。

しまねブランド推進課
（海外展開支援室）
TEL：0852-22-5303
FAX：0852-22-6750



E-社会基盤

番号 テーマ 内          容 担 当 課 （室）

E-1 建設業法について
  建設業法の遵守と適正な施工体制の確保、元請
け・下請け間の適正取引、建設産業を取り巻く環境と
対策について説明します。

 土木総務課
 (建設産業対策室)
TEL：0852-22-5185 FAX：
0852-22-5782

E-2
しまねの高速道路につい
て

  高速道路の整備効果や整備状況、今後の整備スケ
ジュール等について説明します。

高速道路推進課
ＴＥＬ：0852-22-6258
ＦＡＸ：0852-22-5190

E-3 しまねの道づくりについて
　道路整備の状況、予算の状況、整備方針、主な事
業の実施状況等について幅広く説明します。

道路建設課
ＴＥＬ：0852-22-6138
ＦＡＸ：0852-22-5190

E-4 道路ができるまで
 　計画から工事まで、道路が完成していく流れをわか
りやすく説明します。（小中高校生対応可）

道路建設課
 TEL：0852-22-6138
 FAX：0852-22-5190

E-5
公共土木施設の老朽化対
策について

　平成２７年１２月策定の「島根県公共土木施設長寿
命化計画」により、老朽化対策の取組み方針を説明
します。

技術管理課
（長寿命化推進室）
 TEL：0852-22-6745
 FAX：0852-25-6329

E-6
道路の利用と手続きにつ
いて

  道路に物件を設置したり、一時的に利用する手続き
等について説明します。

道路維持課
ＴＥＬ：0852-22-6564
ＦＡＸ：0852-22-6837

E-7
しまねの街路事業につい
て

  都市計画における道路の整備について、都市計画
のしくみや市街地内における道路の役割、事業の実
施例等について説明します。

都市計画課
 TEL：0852-22-5587
 FAX：0852-22-6004

E-8 松江堀川水環境

　松江堀川は、遊覧船の運航により県と松江市を代
表する観光スポットとなり、観光客や市民に親しま
れ、水辺を身近に感じていただいています。松江堀川
の多様な汽水環境の保全と改善や魅力アップを図る
ための活動について説明します。

河川課
 TEL：0852-22-
 FAX：0852-22-5681

E-9
水害にそなえて

　近年の水害の現状と水防情報のもつ意味、情報の
入手および利用の仕方等について説明します。
砂防課の「土砂災害から身を守ろう」の講座と組み合
わせできます。

 河川課
TEL：0852-22-5196
FAX：0852-22-5681



E-社会基盤

番号 テーマ 内          容 担 当 課 （室）

E-10 島根の川づくり 　河川の整備状況や取組み等について説明します。
 河川課
 TEL：0852-22-5196
 FAX：0852-22-5681

E-11
斐伊川神戸川治水事業
（大橋川改修）について

  斐伊川神戸川治水事業の中でも、主に大橋川改修
に係る事業内容について説明します。
 （なお、大橋川コミュニティーセンターにおいても、同
様の出前講座を開催しています。）

 斐伊川神戸川対策課
 TEL：0852-22-6483
 FAX：0852-22-5087

E-12
土砂災害から身を守ろう

  土砂災害に対する知識の普及、及び県から提供し
ている情報の利活用について、スライド、紙芝居、模
型などを用いて説明します。河川課の「水害にそなえ
て」の講座と組み合わせもできます。

 砂防課
 TEL：0852-22-6785
 FAX：0852-22-5788

E-13 景観・まちなみづくり
  地域や自治会における魅力あるまちなみづくりや景
観整備の取組みの事例などについて説明します。

都市計画課

 TEL：0852-22-6702
 FAX：0852-22-6004

E-14 下水道ってなーに

  汚水処理施設が家庭からの生活雑排水等の浄化
にどのように関わっているのかその仕組み等につい
て、パネルや実験をとおしてわかりやすく説明しま
す。

 下水道推進課
 TEL：0852-22-6582
 FAX：0852-22-6049

E-15
おいしい水道水ができるま
で

  河川水をろ過、消毒して、安全できれいな水道水と
して送り出すまでの仕組みを、写真や資料を使って説
明します。

 企業局施設課
 TEL：0852-22-5678
 FAX：0852-22-5679

E-16
わが街・わが家の防災対
策

　自分の住んでいる街は地震が起きるんだろうか。簡
単にできる自分の家や地域の防災対策を学びましょ
う。スライド、住宅模型（ピノキオぶるる）を用いて説明
します。

 建築住宅課
 TEL：0852-22-5219
 FAX：0852-22-5218

E-17
しまねの落石対策につい
て

　令和２年１２月改定の「落石に係る道路防災計画」
により、落石対策の取組み方針・状況について説明し
ます。

道路維持課
ＴＥＬ：0852-22-6098
ＦＡＸ：0852-22-6837

E-18
「ICT活用工事の推進」に
ついて

　建設現場における生産性向上を目的としたICT技術
について、県内での実施状況や今後の取り組みにつ
いて説明します。

 技術管理課
 TEL：852-22-6550
 FAX：0852-25-6329



F-県政全般

番号 テーマ 内          容 担 当 課 （室）

F-1 島根創生計画
人口減少に打ち勝ち、笑顔で暮らせる島根をつくる島
根創生計画について説明します。

 政策企画監室
 TEL：0852-22-5093
 FAX：0852-22-6034

F-2 行政評価制度
　行政評価制度の概要や評価結果などについて紹介
します。

 政策企画監室
 TEL：0852-22-5093
 FAX：0852-22-6034

F-3 地方分権改革
　県が取り組んでいる地方分権改革について、その
意義や課題を考えます。（地方と都市が共生するため
の問題などについてわかりやすく説明します。）

 政策企画監室
 TEL：0852-22-5090
 FAX：0852-22-6034

F-4 PPP/PFIの取組み

　PPP/PFIは、民間の資金と能力による公共施設の
建設・運営により、質の高い行政サービスを効率的に
行う制度です。制度の特色や取組み事例から、取組
み方や課題を考えます。

 政策企画監室
 TEL：0852-22-5090
 FAX：0852-22-6034

F-5 広報事業について
　新聞やテレビ・ラジオなど各種広報媒体を活用した
広報事業について説明します。

広聴広報課
 TEL：0852-22-5771
 FAX：0852-22-6025

F-6 広聴事業について
　県民の意見を幅広く聴く広聴事業について説明しま
す。

広聴広報課
 TEL：0852-22-6501
 FAX：0852-22-6025

F-7
統計の読み方・グラフの作
り方

　毎日の暮らしに飛び交うさまざまなデータを、どのよ
うに読み、整理すればいいのか、実際の統計データ
に触れながら説明します。
　小中学生向け：数字の扱い方やグラフの作成体験
など
　高校、大学、一般向け：統計の重要性や分析の初
歩など

 統計調査課
 TEL：0852-22-5074
 FAX：0852-22-6044

F-8 国勢調査について

　国勢調査は、国内に居住するすべての人を対象と
して、５年に一度行われます。
　国勢調査の概要と調査結果の活用法や本県人口
の推移などを説明します。

 統計調査課
 TEL：0852-22-5074
 FAX：0852-22-6044

F-9 島根県の経済を知る
　本県の産業構造や経済の分析に使われる各種統
計を紹介します。

 統計調査課
 TEL：0852-22-5074
 FAX：0852-22-6044

F-10 市町村の財政 　市町村財政の仕組みや現状について説明します。
 市町村課
 TEL：0852-22-5066
 FAX：0852-22-5200

F-11
マイナンバーカードについ
て

　マイナンバーカードを利用した新たなサービス事例
を紹介します。

 市町村課
 TEL：0852-22-5591
 FAX：0852-22-5200



F-県政全般

番号 テーマ 内          容 担 当 課 （室）

F-12 地方交付税制度 　地方交付税制度の仕組みについて説明します。
 市町村課
 TEL：0852-22-5062
 FAX：0852-22-5200

F-13 選挙制度 　選挙制度について説明します。
 市町村課
 TEL：0852-22-5064
 FAX：0852-22-5200

F-14
「島根県企業局経営計画」
について

　島根県企業局が行っている４つの事業の、取組み
の方向性や目標を定めた　『島根県企業局経営計
画』について、その内容と取組み状況について説明し
ます。

  市町村課
 TEL：0852-22-5589
 FAX：0852-22-5200

F-15 権限移譲への取組み
　島根県における、県から市町村への権限移譲の取
組みの現状について紹介します。

 市町村課
 TEL：0852-22-5066
 FAX：0852-22-5200

F-16
竹島問題と島根県の取組
み

　竹島問題についてわかりやすく説明を行います。
 総務課
 TEL：0852-22-6766
 FAX：0852-22-5911

F-17
島根県の中山間地域対策
「小さな拠点づくり」につい
て

  島根県の中山間地域において今後も安心して住み
続けることができるよう「小さな拠点づくり」の取組み
について説明します。

 中山間地域・離島振興課
 TEL：0852-22-5065
 FAX：0852-22-5761

F-18
男女共同参画の推進と女
性活躍の推進について

  男女共同参画社会の実現と女性活躍の推進に向け
た現状と取組について説明します。

 女性活躍推進課
 TEL：0852-22-5629
 FAX：0852-22-6155


