
令和２年度 施策の事務事業一覧

施策の名称 事務事業の名称 所管課名

Ⅰ−１−(1) 農業の振興 農林水産試験研究推進事業 農林水産総務課

Ⅰ−１−(1) 農業の振興 農業技術センター試験研究費 農業経営課

Ⅰ−１−(1) 農業の振興 農業改良普及事業 農業経営課

Ⅰ−１−(1) 農業の振興 農地利用集積の促進事業 農業経営課

Ⅰ−１−(1) 農業の振興 農業制度資金融資事業 農業経営課

Ⅰ−１−(1) 農業の振興 就農促進活動事業 農業経営課

Ⅰ−１−(1) 農業の振興 担い手総合支援事業 農業経営課

Ⅰ−１−(1) 農業の振興 農林大学校における教育研修 農業経営課

Ⅰ−１−(1) 農業の振興 農林大学校再編拡充事業 農業経営課

Ⅰ−１−(1) 農業の振興 自作農財産管理事務 農業経営課

Ⅰ−１−(1) 農業の振興 多様な担い手確保・育成事業 農業経営課

Ⅰ−１−(1) 農業の振興 農業次世代人材投資事業 農業経営課

Ⅰ−１−(1) 農業の振興 農地利用最適化推進支援事業 農業経営課

Ⅰ−１−(1) 農業の振興 中核的な経営体を目指す自営就農者確保対策事業 農業経営課

Ⅰ−１−(1) 農業の振興 地域をけん引する経営体確保対策事業 農業経営課

Ⅰ−１−(1) 農業の振興 集落営農体制強化スピードアップ事業 農業経営課

Ⅰ−１−(1) 農業の振興 農業競争力強化対策事業 産地支援課

Ⅰ−１−(1) 農業の振興 有機農業推進事業 産地支援課

Ⅰ−１−(1) 農業の振興 美味しまね認証制度を核としたＧＡＰ推進事業 産地支援課

Ⅰ−１−(1) 農業の振興 園芸総合事業 産地支援課

Ⅰ−１−(1) 農業の振興 産地創生事業 産地支援課

Ⅰ−１−(1) 農業の振興 しまねの食ご縁づくり事業 産地支援課

Ⅰ−１−(1) 農業の振興 地域農業経営確立支援事業 農畜産課

Ⅰ−１−(1) 農業の振興 持続可能な米づくりへの構造転換対策事業 農畜産課

Ⅰ−１−(1) 農業の振興 水稲等優良種子安定供給対策事業 農畜産課

Ⅰ−１−(1) 農業の振興 農業復旧対策事業 農畜産課

Ⅰ−１−(1) 農業の振興 土壌環境対策事業 農畜産課

Ⅰ−１−(1) 農業の振興 農業環境対策事業 農畜産課

Ⅰ−１−(1) 農業の振興 経営所得安定対策直接支払推進事業 農畜産課

Ⅰ−１−(1) 農業の振興 畜産公共事業 農畜産課

Ⅰ−１−(1) 農業の振興 農畜産物の放射性物質検査等事業 農畜産課

Ⅰ−１−(1) 農業の振興 畜産技術センター研究費 農畜産課

Ⅰ−１−(1) 農業の振興 中小家畜対策事業 農畜産課

Ⅰ−１−(1) 農業の振興 家畜疾病危機管理対策事業 農畜産課

Ⅰ−１−(1) 農業の振興 家畜衛生対策事業 農畜産課

Ⅰ−１−(1) 農業の振興 家畜伝染病予防事業 農畜産課

Ⅰ−１−(1) 農業の振興 ＢＳＥ検査体制確立事業 農畜産課

Ⅰ−１−(1) 農業の振興 飼料安全対策事業 農畜産課

Ⅰ−１−(1) 農業の振興 島根県獣医師確保緊急対策事業 農畜産課

Ⅰ−１−(1) 農業の振興 しまね和牛生産振興事業 農畜産課

Ⅰ−１−(1) 農業の振興 乳用牛生産振興事業 農畜産課

Ⅰ−１−(1) 農業の振興 畜産競争力強化対策事業 農畜産課

Ⅰ−１−(1) 農業の振興 種雄牛造成強化対策事業 農畜産課

Ⅰ−１−(1) 農業の振興 放牧再生支援事業 農畜産課

Ⅰ−１−(2) 林業の振興 農林水産試験研究推進事業 農林水産総務課

Ⅰ−１−(2) 林業の振興 林業公社支援事業 林業課

Ⅰ−１−(2) 林業の振興 林業・木材産業制度資金融資事業 林業課

Ⅰ−１−(2) 林業の振興 林業普及指導事業 林業課

Ⅰ−１−(2) 林業の振興 中山間地域の農林試験研究推進事業 林業課

Ⅰ−１−(2) 林業の振興 県有林整備事業 林業課

Ⅰ−１−(2) 林業の振興 県行造林事業 林業課

Ⅰ−１−(2) 林業の振興 林業・木材産業成⾧産業化対策事業 林業課

Ⅰ−１−(2) 林業の振興 循環型林業に向けた原木生産促進事業 林業課

Ⅰ−１−(2) 林業の振興 県産木材利用促進事業 林業課

Ⅰ−１−(2) 林業の振興 製材力強化対策事業 林業課

Ⅰ−１−(2) 林業の振興 意欲と能力のある林業経営者育成・就業者確保総合対策事業 林業課

Ⅰ−１−(2) 林業の振興 県民参加による森づくり事業 林業課

Ⅰ−１−(2) 林業の振興 緑化推進事業 林業課

Ⅰ−１−(2) 林業の振興 水と緑の森づくり事業 林業課

Ⅰ−１−(2) 林業の振興 全国植樹祭実施事業 林業課

Ⅰ−１−(2) 林業の振興 森林林業体験活動推進事業 林業課

Ⅰ−１−(2) 林業の振興 森林整備地域活動交付金事業 森林整備課

Ⅰ−１−(2) 林業の振興 新たな森林管理システム推進事業 森林整備課

Ⅰ−１−(2) 林業の振興 森林計画樹立事業 森林整備課

Ⅰ−１−(2) 林業の振興 造林事業 森林整備課

Ⅰ−１−(2) 林業の振興 林業種苗供給事業 森林整備課

Ⅰ−１−(2) 林業の振興 間伐小径木搬出促進事業 森林整備課

Ⅰ−１−(2) 林業の振興 林道事業 森林整備課

Ⅰ−１−(2) 林業の振興 しまねの林業支援寄附金活用事業 森林整備課

Ⅰ−１−(2) 林業の振興 森林病害虫等防除事業 森林整備課

Ⅰ−１−(2) 林業の振興 保安林整備管理事業 森林整備課

Ⅰ−１−(3) 水産業の振興 農林水産試験研究推進事業 農林水産総務課

Ⅰ−１−(3) 水産業の振興 栽培漁業事業化総合推進事業 水産課

Ⅰ−１−(3) 水産業の振興 栽培漁業センター管理運営委託事業 水産課

Ⅰ−１−(3) 水産業の振興 しまねのさかな商品力アップ・普及活動強化事業 水産課

Ⅰ−１−(3) 水産業の振興 漁場利用調整事業 水産課

Ⅰ−１−(3) 水産業の振興 漁業秩序維持管理事務 水産課

Ⅰ−１−(3) 水産業の振興 漁獲管理事業 水産課

Ⅰ−１−(3) 水産業の振興 漁業経営構造改善推進事業 水産課

Ⅰ−１−(3) 水産業の振興 水産物衛生・安全対策事業 水産課
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施策の名称 事務事業の名称 所管課名

Ⅰ−１−(3) 水産業の振興 水産技術センター基礎的試験研究費 水産課

Ⅰ−１−(3) 水産業の振興 水産業競争力強化漁船導入促進事業 水産課

Ⅰ−１−(3) 水産業の振興 しまねの漁業担い手づくり事業 水産課

Ⅰ−１−(3) 水産業の振興 水産業融資対策事業 水産課

Ⅰ−１−(3) 水産業の振興 離島漁業再生支援事業 水産課

Ⅰ−１−(3) 水産業の振興 漁業無線指導所通信体制安定化推進整備事業 水産課

Ⅰ−２−(1) ものづくり・ＩＴ産業の振興 海外展開促進支援事業 しまねブランド推進課

Ⅰ−２−(1) ものづくり・ＩＴ産業の振興 しまね海外ビジネス展開支援事業 しまねブランド推進課

Ⅰ−２−(1) ものづくり・ＩＴ産業の振興 しまね地域未来投資促進事業（成⾧ものづくり、第４次産業革命、ヘルスケア） 産業振興課

Ⅰ−２−(1) ものづくり・ＩＴ産業の振興 しまねのものづくり高度化支援事業 産業振興課

Ⅰ−２−(1) ものづくり・ＩＴ産業の振興 戦略的取引先確保推進事業（市場開拓支援事業を含む） 産業振興課

Ⅰ−２−(1) ものづくり・ＩＴ産業の振興 石州瓦産業経営基盤強化支援事業 産業振興課

Ⅰ−２−(1) ものづくり・ＩＴ産業の振興 ものづくり産業戦略的強化事業 産業振興課

Ⅰ−２−(1) ものづくり・ＩＴ産業の振興 産業技術センター運営事業 産業振興課

Ⅰ−２−(1) ものづくり・ＩＴ産業の振興 産業振興支援体制の整備（テクノアークしまね管理運営事業を含む） 産業振興課

Ⅰ−２−(1) ものづくり・ＩＴ産業の振興 知的財産活用啓発事業 産業振興課

Ⅰ−２−(1) ものづくり・ＩＴ産業の振興 しまね産業基盤高度化支援事業 産業振興課

Ⅰ−２−(1) ものづくり・ＩＴ産業の振興 先端金属素材グローバル拠点創出事業 産業振興課

Ⅰ−２−(1) ものづくり・ＩＴ産業の振興 先端技術イノベーションプロジェクト第２期 産業振興課

Ⅰ−２−(1) ものづくり・ＩＴ産業の振興 しまね産学官連携促進支援事業 産業振興課

Ⅰ−２−(1) ものづくり・ＩＴ産業の振興 しまねＩＴ産業振興事業 産業振興課

Ⅰ−２−(1) ものづくり・ＩＴ産業の振興 デジタルコンテンツ産業振興事業 産業振興課

Ⅰ−２−(1) ものづくり・ＩＴ産業の振興 資源循環型技術経営支援事業 産業振興課

Ⅰ−２−(2) 観光の振興 隠岐ユネスコ世界ジオパーク活用推進事業 自然環境課

Ⅰ−２−(2) 観光の振興 しまねの自然公園満喫プロジェクト推進事業 自然環境課

Ⅰ−２−(2) 観光の振興 コンベンション誘致推進事業 商工政策課

Ⅰ−２−(2) 観光の振興 特定有人国境離島地域滞在型観光推進事業 観光振興課

Ⅰ−２−(2) 観光の振興 観光産業人材育成事業 観光振興課

Ⅰ−２−(2) 観光の振興 しまね地域未来投資促進事業（観光） 観光振興課

Ⅰ−２−(2) 観光の振興 美肌県しまね 観光振興課

Ⅰ−２−(2) 観光の振興 島根県観光連盟支援事業 観光振興課

Ⅰ−２−(2) 観光の振興 県内航空路線利用促進（観光振興）事業 観光振興課

Ⅰ−２−(2) 観光の振興 “ご縁の国しまね”観光総合対策事業 観光振興課

Ⅰ−２−(2) 観光の振興 外国人観光客誘致推進事業 観光振興課

Ⅰ−２−(2) 観光の振興 島根の歴史文化活用推進事業 文化財課

Ⅰ−２−(3) 地域資源を活かした産業の振興 しまねの食ご縁づくり事業 産地支援課

Ⅰ−２−(3) 地域資源を活かした産業の振興 食品産業輸出向け施設整備事業 しまねブランド推進課

Ⅰ−２−(3) 地域資源を活かした産業の振興 強くしなやかな食品産業づくり事業 しまねブランド推進課

Ⅰ−２−(3) 地域資源を活かした産業の振興 しまね食品等輸出促進対策事業 しまねブランド推進課

Ⅰ−２−(3) 地域資源を活かした産業の振興 首都圏情報発信・県産品販路開拓事業 しまねブランド推進課

Ⅰ−２−(3) 地域資源を活かした産業の振興 未来へつなぐ工芸品総合振興事業 しまねブランド推進課

Ⅰ−２−(3) 地域資源を活かした産業の振興 海外展開促進支援事業 しまねブランド推進課

Ⅰ−２−(4) 成⾧を支える経営基盤づくり 島根発ヘルスケアビジネス事業化支援事業 産業振興課

Ⅰ−２−(4) 成⾧を支える経営基盤づくり 中小企業に対する支援体制整備事業 中小企業課

Ⅰ−２−(4) 成⾧を支える経営基盤づくり 商工会・商工会議所活動支援事業 中小企業課

Ⅰ−２−(4) 成⾧を支える経営基盤づくり 中小企業団体中央会活動支援事業 中小企業課

Ⅰ−２−(4) 成⾧を支える経営基盤づくり 事業承継総合支援事業 中小企業課

Ⅰ−２−(4) 成⾧を支える経営基盤づくり 地域商業等支援事業 中小企業課

Ⅰ−２−(4) 成⾧を支える経営基盤づくり わくわく島根起業支援事業 中小企業課

Ⅰ−２−(4) 成⾧を支える経営基盤づくり 商業・サービス業県外展開支援事業 中小企業課

Ⅰ−２−(4) 成⾧を支える経営基盤づくり 起業家育成・支援事業 中小企業課

Ⅰ−２−(4) 成⾧を支える経営基盤づくり 特定有人国境離島地域創業・事業拡大支援事業 中小企業課

Ⅰ−２−(4) 成⾧を支える経営基盤づくり 中小企業協同組合等に対する直接融資事務（中小企業高度化融資） 中小企業課

Ⅰ−２−(4) 成⾧を支える経営基盤づくり 小規模企業者等の設備導入に対する金融事務（設備貸与事業） 中小企業課

Ⅰ−２−(4) 成⾧を支える経営基盤づくり 中小企業に対する間接融資事務（中小企業制度融資） 中小企業課

Ⅰ−２−(4) 成⾧を支える経営基盤づくり 建設産業経営基盤強化支援事業 土木総務課

Ⅰ−２−(5) 産業の高度化の推進 企業誘致のための各種助成事業 企業立地課

Ⅰ−２−(5) 産業の高度化の推進 企業誘致のためのＰＲ活動事業 企業立地課

Ⅰ−２−(5) 産業の高度化の推進 企業誘致活動と情報収集事務 企業立地課

Ⅰ−２−(5) 産業の高度化の推進 企業誘致のフォローアップ 企業立地課

Ⅰ−２−(5) 産業の高度化の推進 工業団地の整備及び管理等事務 企業立地課

Ⅰ−２−(5) 産業の高度化の推進 県営工業団地等の分譲促進事業 企業立地課

Ⅰ−２−(5) 産業の高度化の推進 企業立地促進資金等融資事務 中小企業課

Ⅰ−２−(5) 産業の高度化の推進 企業局所管工業団地分譲事業 企業局

Ⅰ−２−(5) 産業の高度化の推進 県営工業用水供給事業 企業局 施設課

Ⅰ−３−(1) 多様な就業の支援 高年齢者・女性の雇用・就業促進事業（女性） 女性活躍推進課

Ⅰ−３−(1) 多様な就業の支援 多文化共生推進事業 文化国際課

Ⅰ−３−(1) 多様な就業の支援 しまね国際センターの支援 文化国際課

Ⅰ−３−(1) 多様な就業の支援 困難を有する子ども・若者支援事業 青少年家庭課

Ⅰ−３−(1) 多様な就業の支援 障がい者就労支援事業 障がい福祉課

Ⅰ−３−(1) 多様な就業の支援 特定有人国境離島地域創業・事業拡大支援事業 中小企業課

Ⅰ−３−(1) 多様な就業の支援 産業人材確保対策事業 雇用政策課

Ⅰ−３−(1) 多様な就業の支援 若年者雇用対策事業 雇用政策課

Ⅰ−３−(1) 多様な就業の支援 障がい者の雇用促進・安定事業 雇用政策課

Ⅰ−３−(1) 多様な就業の支援 高年齢者・女性の雇用・就業促進事業（中高年） 雇用政策課

Ⅰ−３−(1) 多様な就業の支援 地域活性化人材確保推進事業 雇用政策課

Ⅰ−３−(1) 多様な就業の支援 しまねの建設担い手確保・育成事業 土木総務課

Ⅰ−３−(1) 多様な就業の支援 特別支援学校職業教育・就業支援事業 特別支援教育課

Ⅰ−３−(2) 働きやすい職場づくりと人材育成 仕事と子育て両立環境促進事業 女性活躍推進課

Ⅰ−３−(2) 働きやすい職場づくりと人材育成 しまねいきいき職場づくり推進事業 雇用政策課

Ⅰ−３−(2) 働きやすい職場づくりと人材育成 しまねものづくり人財育成促進事業 雇用政策課
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Ⅰ−３−(2) 働きやすい職場づくりと人材育成 在職者の職業訓練事業 雇用政策課

Ⅰ−３−(2) 働きやすい職場づくりと人材育成 高等技術校管理運営事業 雇用政策課

Ⅰ−３−(2) 働きやすい職場づくりと人材育成 学卒者等の職業訓練事業 雇用政策課

Ⅰ−３−(2) 働きやすい職場づくりと人材育成 離転職者等の職業訓練事業 雇用政策課

Ⅰ−３−(2) 働きやすい職場づくりと人材育成 技能評価・向上事業 雇用政策課

Ⅰ−３−(2) 働きやすい職場づくりと人材育成 労使関係の改善促進事業 雇用政策課

Ⅰ−３−(2) 働きやすい職場づくりと人材育成 福利厚生増進事業 雇用政策課

Ⅰ−３−(2) 働きやすい職場づくりと人材育成 しまねの建設担い手確保・育成事業 土木総務課

Ⅱ−１−(1) 結婚への支援 結婚支援事業 子ども・子育て支援課

Ⅱ−１−(2) 妊娠・出産・子育てへの支援 仕事と子育ての両立支援事業 女性活躍推進課

Ⅱ−１−(2) 妊娠・出産・子育てへの支援 生活困窮者支援・子どものセーフティネット推進費 地域福祉課

Ⅱ−１−(2) 妊娠・出産・子育てへの支援 お産あんしんネットワーク事業 健康推進課

Ⅱ−１−(2) 妊娠・出産・子育てへの支援 産前・産後安心サポート事業 健康推進課

Ⅱ−１−(2) 妊娠・出産・子育てへの支援 女性の健康相談事業 健康推進課

Ⅱ−１−(2) 妊娠・出産・子育てへの支援 不妊治療支援事業 健康推進課

Ⅱ−１−(2) 妊娠・出産・子育てへの支援 親と子の医療費助成事業 健康推進課

Ⅱ−１−(2) 妊娠・出産・子育てへの支援 母と子の健康支援事業 健康推進課

Ⅱ−１−(2) 妊娠・出産・子育てへの支援 小児慢性特定疾病対策事業 健康推進課

Ⅱ−１−(2) 妊娠・出産・子育てへの支援 子どもと家庭相談体制整備事業 青少年家庭課

Ⅱ−１−(2) 妊娠・出産・子育てへの支援 子どもと家庭特定支援事業 青少年家庭課

Ⅱ−１−(2) 妊娠・出産・子育てへの支援 里親委託児童支援事業 青少年家庭課

Ⅱ−１−(2) 妊娠・出産・子育てへの支援 みんなで子育て応援事業（こっころ事業） 子ども・子育て支援課

Ⅱ−１−(2) 妊娠・出産・子育てへの支援 結婚・妊娠・出産・子育ての切れ目ない支援事業 子ども・子育て支援課

Ⅱ−１−(2) 妊娠・出産・子育てへの支援 保育所等運営支援事業 子ども・子育て支援課

Ⅱ−１−(2) 妊娠・出産・子育てへの支援 保育所等整備支援事業 子ども・子育て支援課

Ⅱ−１−(2) 妊娠・出産・子育てへの支援 地域の子育て支援事業 子ども・子育て支援課

Ⅱ−１−(2) 妊娠・出産・子育てへの支援 放課後児童クラブ支援事業 子ども・子育て支援課

Ⅱ−１−(2) 妊娠・出産・子育てへの支援 子育てに関する経済負担対応事業 子ども・子育て支援課

Ⅱ−１−(2) 妊娠・出産・子育てへの支援 子ども発達支援事業 障がい福祉課

Ⅱ−１−(2) 妊娠・出産・子育てへの支援 しまね⾧寿・子育て安心住宅リフォーム助成事業 建築住宅課

Ⅱ−１−(2) 妊娠・出産・子育てへの支援 幼児教育総合推進事業 教育指導課

Ⅱ−１−(2) 妊娠・出産・子育てへの支援 インクルーシブ教育システム構築事業 特別支援教育課

Ⅱ−１−(2) 妊娠・出産・子育てへの支援 結集！しまねの子育て協働プロジェクト事業 社会教育課

Ⅲ−１−(1) 小さな拠点づくり 消防職員・消防団員活動強化事業 消防総務課

Ⅲ−１−(1) 小さな拠点づくり 震災、風水害等災害対策事業 防災危機管理課

Ⅲ−１−(1) 小さな拠点づくり 中山間地域総合対策推進事業（小さな拠点づくりの推進） 中山間地域・離島振興課

Ⅲ−１−(1) 小さな拠点づくり 中山間地域対策総合調整事業 中山間地域・離島振興課

Ⅲ−１−(1) 小さな拠点づくり 中山間地域研究センター事業 中山間地域・離島振興課

Ⅲ−１−(1) 小さな拠点づくり 生活交通ネットワーク総合支援事業 交通対策課

Ⅲ−１−(1) 小さな拠点づくり 地域包括ケア推進事業 高齢者福祉課

Ⅲ−１−(1) 小さな拠点づくり 地域商業等支援事業 中小企業課

Ⅲ−１−(2) 持続可能な農山漁村の確立 人・農地問題解決支援事業 農林水産総務課

Ⅲ−１−(2) 持続可能な農山漁村の確立 中山間地域等直接支払事業 農林水産総務課

Ⅲ−１−(2) 持続可能な農山漁村の確立 多面的機能支払交付金事業 農林水産総務課

Ⅲ−１−(2) 持続可能な農山漁村の確立 野生鳥獣被害対策事業 農林水産総務課

Ⅲ−１−(2) 持続可能な農山漁村の確立 多様な担い手確保・育成事業 農業経営課

Ⅲ−１−(2) 持続可能な農山漁村の確立 集落営農体制強化スピードアップ事業 農業経営課

Ⅲ−１−(2) 持続可能な農山漁村の確立 中山間ふるさと・水と土基金事業 農村整備課

Ⅲ−１−(2) 持続可能な農山漁村の確立 水産多面的機能発揮対策 水産課

Ⅲ−２−(1) 牽引力のある都市部の発展 島根県立大学学部等設置事業 総務部総務課

Ⅲ−２−(1) 牽引力のある都市部の発展 県立しまね海洋館の管理運営 しまね暮らし推進課

Ⅲ−２−(1) 牽引力のある都市部の発展 出雲縁結び空港路線維持事業 交通対策課

Ⅲ−２−(1) 牽引力のある都市部の発展 萩・石見空港路線維持事業 交通対策課

Ⅲ−２−(1) 牽引力のある都市部の発展 海外航空路開拓事業 交通対策課

Ⅲ−２−(1) 牽引力のある都市部の発展 出雲縁結び空港周辺対策事業 交通対策課

Ⅲ−２−(1) 牽引力のある都市部の発展 県立美術館事業 文化国際課

Ⅲ−２−(1) 牽引力のある都市部の発展 芸術文化センター事業 文化国際課

Ⅲ−２−(1) 牽引力のある都市部の発展 三瓶自然館サヒメル等の施設管理運営事業 自然環境課

Ⅲ−２−(1) 牽引力のある都市部の発展 県内航空路線利用促進（観光振興）事業 観光振興課

Ⅲ−２−(1) 牽引力のある都市部の発展 海外展開促進支援事業 しまねブランド推進課

Ⅲ−２−(1) 牽引力のある都市部の発展 浜田港ポートセールス推進事業 しまねブランド推進課

Ⅲ−２−(2) 世界に誇る地域資源の活用 隠岐ユネスコ世界ジオパーク活用推進事業 自然環境課

Ⅲ−２−(2) 世界に誇る地域資源の活用 しまねの自然公園満喫プロジェクト推進事業 自然環境課

Ⅲ−２−(2) 世界に誇る地域資源の活用 宍道湖・中海賢明利用推進事業 環境政策課

Ⅲ−２−(2) 世界に誇る地域資源の活用 “ご縁の国しまね”観光総合対策事業 観光振興課

Ⅲ−２−(2) 世界に誇る地域資源の活用 未来に引き継ぐ石見銀山保全事業 文化財課

Ⅲ−２−(2) 世界に誇る地域資源の活用 島根の歴史文化活用推進事業 文化財課

Ⅲ−３−(1) 稼げるまちづくり 中山間地域総合対策推進事業（中山間地域の産業振興） 中山間地域・離島振興課

Ⅲ−３−(1) 稼げるまちづくり ふるさと島根定住推進事業（関係人口創出・拡大事業） しまね暮らし推進課

Ⅲ−３−(1) 稼げるまちづくり しまねの自然公園満喫プロジェクト推進事業 自然環境課

Ⅲ−３−(1) 稼げるまちづくり 産地創生事業 産地支援課

Ⅲ−３−(1) 稼げるまちづくり しまねの食ご縁づくり事業 産地支援課

Ⅲ−３−(1) 稼げるまちづくり “ご縁の国しまね”観光総合対策事業 観光振興課

Ⅲ−３−(1) 稼げるまちづくり 食品産業輸出向け施設整備事業 しまねブランド推進課

Ⅲ−３−(1) 稼げるまちづくり 強くしなやかな食品産業づくり事業 しまねブランド推進課

Ⅲ−３−(1) 稼げるまちづくり しまね食品等輸出促進対策事業 しまねブランド推進課

Ⅲ−３−(1) 稼げるまちづくり 首都圏情報発信・県産品販路開拓事業 しまねブランド推進課

Ⅲ−３−(1) 稼げるまちづくり 未来へつなぐ工芸品総合振興事業 しまねブランド推進課

Ⅲ−３−(2) 地域内経済の好循環の創出 島根県再生可能エネルギー利活用総合推進事業 地域政策課

Ⅲ−３−(2) 地域内経済の好循環の創出 地産地消推進事業 産地支援課

Ⅲ−３−(2) 地域内経済の好循環の創出 県産木材利用促進事業 林業課

3/9



施策の名称 事務事業の名称 所管課名

Ⅲ−３−(2) 地域内経済の好循環の創出 製材力強化対策事業 林業課

Ⅲ−３−(2) 地域内経済の好循環の創出 林業・木材産業成⾧産業化対策事業 林業課

Ⅲ−３−(2) 地域内経済の好循環の創出 強くしなやかな食品産業づくり事業 しまねブランド推進課

Ⅲ−３−(2) 地域内経済の好循環の創出 県営電気事業 企業局 施設課

Ⅲ−３−(2) 地域内経済の好循環の創出 食育推進事業 保健体育課

Ⅲ−４−(1) 高速道路等の整備促進 山陰自動車道の建設促進事務 高速道路推進課

Ⅲ−４−(1) 高速道路等の整備促進 高速道路利用促進事務 高速道路推進課

Ⅲ−４−(2) 空港・港湾の機能拡充と利用促進 出雲縁結び空港路線維持事業 交通対策課

Ⅲ−４−(2) 空港・港湾の機能拡充と利用促進 萩・石見空港路線維持事業 交通対策課

Ⅲ−４−(2) 空港・港湾の機能拡充と利用促進 隠岐世界ジオパーク空港路線維持事業 交通対策課

Ⅲ−４−(2) 空港・港湾の機能拡充と利用促進 海外航空路開拓事業 交通対策課

Ⅲ−４−(2) 空港・港湾の機能拡充と利用促進 出雲縁結び空港周辺対策事業 交通対策課

Ⅲ−４−(2) 空港・港湾の機能拡充と利用促進 隠岐航路運航維持事業 交通対策課

Ⅲ−４−(2) 空港・港湾の機能拡充と利用促進 県内航空路線利用促進（観光振興）事業 観光振興課

Ⅲ−４−(2) 空港・港湾の機能拡充と利用促進 海外展開促進支援事業 しまねブランド推進課

Ⅲ−４−(2) 空港・港湾の機能拡充と利用促進 浜田港ポートセールス推進事業 しまねブランド推進課

Ⅲ−４−(2) 空港・港湾の機能拡充と利用促進 港湾整備事業（物流拠点港の整備：浜田港） 港湾空港課

Ⅲ−４−(2) 空港・港湾の機能拡充と利用促進 港湾整備事業（物流拠点港及び補完港の整備：浜田港以外） 港湾空港課

Ⅲ−４−(2) 空港・港湾の機能拡充と利用促進 港湾整備事業（離島港湾） 港湾空港課

Ⅲ−４−(2) 空港・港湾の機能拡充と利用促進 港湾維持管理事業 港湾空港課

Ⅲ−４−(2) 空港・港湾の機能拡充と利用促進 境港管理事業 港湾空港課

Ⅲ−４−(2) 空港・港湾の機能拡充と利用促進 空港維持管理業務 港湾空港課

Ⅲ−４−(2) 空港・港湾の機能拡充と利用促進 空港機能保持事業 港湾空港課

Ⅲ−４−(3) 産業インフラの整備促進 ほ場整備事業 農村整備課

Ⅲ−４−(3) 産業インフラの整備促進 用排水施設等整備事業 農地整備課

Ⅲ−４−(3) 産業インフラの整備促進 一般農道等整備事業 農地整備課

Ⅲ−４−(3) 産業インフラの整備促進 国営事業完了地区等対策推進事業 農地整備課

Ⅲ−４−(3) 産業インフラの整備促進 国営緊急農地再編整備事業関係事務 農地整備課

Ⅲ−４−(3) 産業インフラの整備促進 農村地域防災減災事業（地すべり対策事業） 農地整備課

Ⅲ−４−(3) 産業インフラの整備促進 農村地域防災減災事業（ため池等整備事業） 農地整備課

Ⅲ−４−(3) 産業インフラの整備促進 中海水中貯木場管理運営 林業課

Ⅲ−４−(3) 産業インフラの整備促進 林道事業 森林整備課

Ⅲ−４−(3) 産業インフラの整備促進 治山事業 森林整備課

Ⅲ−４−(3) 産業インフラの整備促進 漁港整備事業 漁港漁場整備課

Ⅲ−４−(3) 産業インフラの整備促進 漁港管理 漁港漁場整備課

Ⅲ−４−(3) 産業インフラの整備促進 漁場整備事業 漁港漁場整備課

Ⅲ−４−(3) 産業インフラの整備促進 浜田地区水産振興事業 漁港漁場整備課

Ⅲ−４−(3) 産業インフラの整備促進 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

Ⅲ−４−(3) 産業インフラの整備促進 漁村環境整備事業 漁港漁場整備課

Ⅲ−４−(3) 産業インフラの整備促進 漁港海岸保全事業 漁港漁場整備課

Ⅲ−４−(3) 産業インフラの整備促進 企業誘致のための各種助成事業 企業立地課

Ⅲ−４−(3) 産業インフラの整備促進 工業団地の整備及び管理等事務 企業立地課

Ⅲ−４−(3) 産業インフラの整備促進 県営工業団地等の分譲促進事業 企業立地課

Ⅲ−４−(3) 産業インフラの整備促進 企業局所管工業団地分譲事業 企業局

Ⅲ−４−(3) 産業インフラの整備促進 県営工業用水供給事業 企業局 施設課

Ⅳ−１−(1) 学校と地域の協働による人づくり 私立学校経営健全性確保事業 総務部総務課

Ⅳ−１−(1) 学校と地域の協働による人づくり 地域人材を活用した指導力等向上事業（スクール・サポート・スタッフ配置事業） 学校企画課

Ⅳ−１−(1) 学校と地域の協働による人づくり 地域人材を活用した指導力等向上事業（県立高校業務アシスタント配置事業） 学校企画課

Ⅳ−１−(1) 学校と地域の協働による人づくり 地域人材を活用した指導力等向上事業（部活動地域指導者活用支援事業） 学校企画課

Ⅳ−１−(1) 学校と地域の協働による人づくり 未来の創り手育成事業 教育指導課

Ⅳ−１−(1) 学校と地域の協働による人づくり 学力育成推進事業 教育指導課

Ⅳ−１−(1) 学校と地域の協働による人づくり 帰国・外国人児童生徒等教育の推進支援事業 教育指導課

Ⅳ−１−(1) 学校と地域の協働による人づくり 教育魅力化人づくり推進事業 教育指導課

Ⅳ−１−(1) 学校と地域の協働による人づくり インクルーシブ教育システム構築事業 特別支援教育課

Ⅳ−１−(1) 学校と地域の協働による人づくり 特別支援学校職業教育・就業支援事業 特別支援教育課

Ⅳ−１−(1) 学校と地域の協働による人づくり 特別支援学校普通教室ＩＣＴ環境整備事業 特別支援教育課

Ⅳ−１−(1) 学校と地域の協働による人づくり ふるさと教育推進事業 社会教育課

Ⅳ−１−(1) 学校と地域の協働による人づくり 結集！しまねの子育て協働プロジェクト事業 社会教育課

Ⅳ−１−(1) 学校と地域の協働による人づくり ふるさと人づくり推進事業 社会教育課

Ⅳ−１−(2) 地域で活躍する人づくり 消防職員・消防団員活動強化事業 消防総務課

Ⅳ−１−(2) 地域で活躍する人づくり 震災、風水害等災害対策事業 防災危機管理課

Ⅳ−１−(2) 地域で活躍する人づくり 活動団体の自立促進と活性化事業 環境生活総務課

Ⅳ−１−(2) 地域で活躍する人づくり しまね社会貢献推進事業 環境生活総務課

Ⅳ−１−(2) 地域で活躍する人づくり 消費者団体等活動支援事業 環境生活総務課

Ⅳ−１−(2) 地域で活躍する人づくり 島根県消費者行政推進・強化事業 環境生活総務課

Ⅳ−１−(2) 地域で活躍する人づくり 県民との協働のための環境づくり事業 環境生活総務課

Ⅳ−１−(2) 地域で活躍する人づくり 創造的な文化活動推進事業 文化国際課

Ⅳ−１−(2) 地域で活躍する人づくり 文化を担う人材育成・顕彰・奨励事業 文化国際課

Ⅳ−１−(2) 地域で活躍する人づくり 芸術・文化の情報発信・収集事業 文化国際課

Ⅳ−１−(2) 地域で活躍する人づくり 県立美術館事業 文化国際課

Ⅳ−１−(2) 地域で活躍する人づくり 芸術文化センター事業 文化国際課

Ⅳ−１−(2) 地域で活躍する人づくり 島根県民会館事業 文化国際課

Ⅳ−１−(2) 地域で活躍する人づくり 多文化共生推進事業 文化国際課

Ⅳ−１−(2) 地域で活躍する人づくり しまね国際センターの支援 文化国際課

Ⅳ−１−(2) 地域で活躍する人づくり 生涯スポーツ推進事業 スポーツ振興課

Ⅳ−１−(2) 地域で活躍する人づくり 競技スポーツ普及強化推進事業 スポーツ振興課

Ⅳ−１−(2) 地域で活躍する人づくり 県民参加による自然保護活動事業 自然環境課

Ⅳ−１−(2) 地域で活躍する人づくり 健康⾧寿しまね推進事業 健康推進課

Ⅳ−１−(2) 地域で活躍する人づくり 健康寿命延伸プロジェクト事業 健康推進課

Ⅳ−１−(2) 地域で活躍する人づくり 子どもの体力向上支援事業 保健体育課

Ⅳ−１−(2) 地域で活躍する人づくり 国民スポーツ大会開催準備事業 スポーツ振興課
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Ⅳ−１−(3) 地域を担う人づくり 公立大学法人評価・管理事業 総務部総務課

Ⅳ−１−(3) 地域を担う人づくり 島根県立大学学部等設置事業 総務部総務課

Ⅳ−１−(3) 地域を担う人づくり 地域の自主的・主体的活動への支援 しまね暮らし推進課

Ⅳ−１−(3) 地域を担う人づくり 若年者雇用対策事業 雇用政策課

Ⅳ−１−(3) 地域を担う人づくり ふるさと人づくり推進事業 社会教育課

Ⅳ−１−(3) 地域を担う人づくり 社会教育主事(士)の確保・養成事業 社会教育課

Ⅳ−２−(1) しまねの「暮らし」や「魅力」の情報発信 県政情報提供事業 広聴広報課

Ⅳ−２−(1) しまねの「暮らし」や「魅力」の情報発信 島根県の認知度向上対策事業 広聴広報課

Ⅳ−２−(1) しまねの「暮らし」や「魅力」の情報発信 しまねの魅力広報事業 広聴広報課

Ⅳ−２−(1) しまねの「暮らし」や「魅力」の情報発信 島根県ホームページ多言語対応事業 広聴広報課

Ⅳ−２−(2) 若者の県内就職の促進 私立学校経営健全性確保事業 総務部総務課

Ⅳ−２−(2) 若者の県内就職の促進 私立学校生徒確保事業 総務部総務課

Ⅳ−２−(2) 若者の県内就職の促進 若年者雇用対策事業 雇用政策課

Ⅳ−２−(3) Ｕターン・Ｉターンの促進 ふるさと島根定住推進事業（ＵＩターンしまね推進事業） しまね暮らし推進課

Ⅳ−２−(3) Ｕターン・Ｉターンの促進 しまね定住推進住宅整備支援事業 建築住宅課

Ⅳ−２−(3) Ｕターン・Ｉターンの促進 住まい情報提供事業 建築住宅課

Ⅳ−２−(4) 関係人口の拡大 ふるさと島根寄附金 政策企画監室

Ⅳ−２−(4) 関係人口の拡大 島根県の認知度向上対策事業 広聴広報課

Ⅳ−２−(4) 関係人口の拡大 ふるさと島根定住推進事業（関係人口創出・拡大事業） しまね暮らし推進課

Ⅳ−３−(1) あらゆる分野での活躍推進 高年齢者・女性の雇用・就業促進事業（女性） 女性活躍推進課

Ⅳ−３−(1) あらゆる分野での活躍推進 女性の参画促進・人材育成事業 女性活躍推進課

Ⅳ−３−(1) あらゆる分野での活躍推進 男女共同参画の理解促進事業 女性活躍推進課

Ⅳ−３−(1) あらゆる分野での活躍推進 しまねの建設担い手確保・育成事業 土木総務課

Ⅳ−３−(2) 安心して家庭や仕事に取り組むことができる環境づくり 仕事と子育ての両立支援事業 女性活躍推進課

Ⅳ−３−(2) 安心して家庭や仕事に取り組むことができる環境づくり 仕事と子育て両立環境促進事業 女性活躍推進課

Ⅳ−３−(2) 安心して家庭や仕事に取り組むことができる環境づくり 女性の参画促進・人材育成事業 女性活躍推進課

Ⅳ−３−(2) 安心して家庭や仕事に取り組むことができる環境づくり 産前・産後安心サポート事業 健康推進課

Ⅳ−３−(2) 安心して家庭や仕事に取り組むことができる環境づくり 福祉人材確保・育成事業 高齢者福祉課

Ⅳ−３−(2) 安心して家庭や仕事に取り組むことができる環境づくり 結婚支援事業 子ども・子育て支援課

Ⅳ−３−(2) 安心して家庭や仕事に取り組むことができる環境づくり みんなで子育て応援事業（こっころ事業） 子ども・子育て支援課

Ⅳ−３−(2) 安心して家庭や仕事に取り組むことができる環境づくり 結婚・妊娠・出産・子育ての切れ目ない支援事業 子ども・子育て支援課

Ⅳ−３−(2) 安心して家庭や仕事に取り組むことができる環境づくり 保育所等運営支援事業 子ども・子育て支援課

Ⅳ−３−(2) 安心して家庭や仕事に取り組むことができる環境づくり 保育所等整備支援事業 子ども・子育て支援課

Ⅳ−３−(2) 安心して家庭や仕事に取り組むことができる環境づくり 地域の子育て支援事業 子ども・子育て支援課

Ⅳ−３−(2) 安心して家庭や仕事に取り組むことができる環境づくり 放課後児童クラブ支援事業 子ども・子育て支援課

Ⅳ−３−(2) 安心して家庭や仕事に取り組むことができる環境づくり しまねの建設担い手確保・育成事業 土木総務課

Ⅴ−１−(1) 健康づくりの推進 健康⾧寿しまね推進事業 健康推進課

Ⅴ−１−(1) 健康づくりの推進 生活習慣病予防対策事業 健康推進課

Ⅴ−１−(1) 健康づくりの推進 食育推進基盤整備事業 健康推進課

Ⅴ−１−(1) 健康づくりの推進 80歳20本の歯推進事業 健康推進課

Ⅴ−１−(1) 健康づくりの推進 健康寿命延伸プロジェクト事業 健康推進課

Ⅴ−１−(1) 健康づくりの推進 地域保健関係職員研修事業 健康推進課

Ⅴ−１−(1) 健康づくりの推進 特定医療費等助成事業 健康推進課

Ⅴ−１−(1) 健康づくりの推進 小児慢性特定疾病対策事業 健康推進課

Ⅴ−１−(1) 健康づくりの推進 難病相談・支援事業 健康推進課

Ⅴ−１−(1) 健康づくりの推進 原爆被爆者対策事業 健康推進課

Ⅴ−１−(1) 健康づくりの推進 肝炎医療費助成事業 健康推進課

Ⅴ−１−(1) 健康づくりの推進 アレルギー対策推進事業 健康推進課

Ⅴ−１−(1) 健康づくりの推進 精神保健推進事業 障がい福祉課

Ⅴ−１−(1) 健康づくりの推進 感染症予防対策推進事業 薬事衛生課

Ⅴ−１−(1) 健康づくりの推進 エイズ予防対策推進事業 薬事衛生課

Ⅴ−１−(1) 健康づくりの推進 結核予防対策推進事業 薬事衛生課

Ⅴ−１−(1) 健康づくりの推進 公害健康被害対策推進事業 薬事衛生課

Ⅴ−１−(2) 医療の確保 地域医療の連携推進 医療政策課

Ⅴ−１−(2) 医療の確保 へき地等医療支援事業 医療政策課

Ⅴ−１−(2) 医療の確保 救急医療体制の整備 医療政策課

Ⅴ−１−(2) 医療の確保 移植医療の推進 医療政策課

Ⅴ−１−(2) 医療の確保 地域医療を支える医師確保養成対策事業 医療政策課

Ⅴ−１−(2) 医療の確保 医療従事者確保対策事業（看護師等） 医療政策課

Ⅴ−１−(2) 医療の確保 しまねがん対策強化事業 健康推進課

Ⅴ−１−(2) 医療の確保 医療従事者確保対策事業（歯科衛生士及び歯科技工士） 健康推進課

Ⅴ−１−(2) 医療の確保 在宅医療の推進事業 健康推進課

Ⅴ−１−(2) 医療の確保 後期高齢者医療支援事業 健康推進課

Ⅴ−１−(2) 医療の確保 国民健康保険支援事業 健康推進課

Ⅴ−１−(2) 医療の確保 国民健康保険財政運営事業 健康推進課

Ⅴ−１−(2) 医療の確保 医療費適正化計画対策事業 健康推進課

Ⅴ−１−(2) 医療の確保 保険医療機関等指導事業 健康推進課

Ⅴ−１−(2) 医療の確保 精神医療提供事業 障がい福祉課

Ⅴ−１−(2) 医療の確保 血液対策事業 薬事衛生課

Ⅴ−１−(2) 医療の確保 医療従事者確保対策事業（薬剤師） 薬事衛生課

Ⅴ−１−(2) 医療の確保 医薬品等の安全確保事業 薬事衛生課

Ⅴ−１−(2) 医療の確保 中央病院における良質な医療の提供 病院局

Ⅴ−１−(2) 医療の確保 こころの医療センターにおける良質な医療提供 病院局

Ⅴ−１−(3) 介護の充実 介護人材確保対策事業（総合確保基金分） 高齢者福祉課

Ⅴ−１−(3) 介護の充実 在宅医療の推進事業（総合確保基金分） 高齢者福祉課

Ⅴ−１−(3) 介護の充実 高齢者介護予防推進事業 高齢者福祉課

Ⅴ−１−(3) 介護の充実 介護保険制度運営支援事業 高齢者福祉課

Ⅴ−１−(3) 介護の充実 介護保険制度施行支援事業 高齢者福祉課

Ⅴ−１−(3) 介護の充実 介護保険低所得者利用負担対策事業 高齢者福祉課

Ⅴ−１−(3) 介護の充実 介護サービス適正実施指導事業 高齢者福祉課

Ⅴ−１−(3) 介護の充実 ケアマネジャー総合支援事業 高齢者福祉課
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Ⅴ−１−(3) 介護の充実 軽費老人ホーム運営事業 高齢者福祉課

Ⅴ−１−(3) 介護の充実 療養病床再編推進事業 高齢者福祉課

Ⅴ−１−(3) 介護の充実 認知症施策推進事業 高齢者福祉課

Ⅴ−１−(3) 介護の充実 介護施設等整備事業（総合確保基金分） 高齢者福祉課

Ⅴ−１−(3) 介護の充実 介護施設等整備推進事業（総合確保基金分） 高齢者福祉課

Ⅴ−１−(3) 介護の充実 保険者機能強化推進事業 高齢者福祉課

Ⅴ−１−(3) 介護の充実 高齢者施設等の防災・減災対策推進事業 高齢者福祉課

Ⅴ−１−(3) 介護の充実 地域包括ケア推進事業 高齢者福祉課

Ⅴ−１−(3) 介護の充実 福祉人材確保・育成事業 高齢者福祉課

Ⅴ−１−(3) 介護の充実 しまね⾧寿・子育て安心住宅リフォーム助成事業 建築住宅課

Ⅴ−２−(1) 地域福祉の推進 総合福祉センター維持管理運営事業 健康福祉総務課

Ⅴ−２−(1) 地域福祉の推進 地域福祉セーフティネット推進事業 地域福祉課

Ⅴ−２−(1) 地域福祉の推進 民生委員活動推進事業 地域福祉課

Ⅴ−２−(1) 地域福祉の推進 社会福祉施設等の整備促進事業 地域福祉課

Ⅴ−２−(1) 地域福祉の推進 福祉サービス改善支援事業 地域福祉課

Ⅴ−２−(1) 地域福祉の推進 福祉サービス利用支援事業 地域福祉課

Ⅴ−２−(1) 地域福祉の推進 社会福祉法人指導事業 地域福祉課

Ⅴ−２−(1) 地域福祉の推進 しまね流福祉のまちづくり推進事業 地域福祉課

Ⅴ−２−(2) 高齢者の活躍推進 生涯現役社会づくり推進事業（県民意識啓発） 高齢者福祉課

Ⅴ−２−(2) 高齢者の活躍推進 互助の仕組みづくり推進事業 高齢者福祉課

Ⅴ−２−(3) 障がい者の自立支援 障がい者施策推進事業 障がい福祉課

Ⅴ−２−(3) 障がい者の自立支援 障がい者相談事業 障がい福祉課

Ⅴ−２−(3) 障がい者の自立支援 障がい者手当等給付事業 障がい福祉課

Ⅴ−２−(3) 障がい者の自立支援 障がい者施設等整備事業 障がい福祉課

Ⅴ−２−(3) 障がい者の自立支援 障がい者自立支援給付制度運営事業 障がい福祉課

Ⅴ−２−(3) 障がい者の自立支援 障がい者自立支援給付事業 障がい福祉課

Ⅴ−２−(3) 障がい者の自立支援 障がい者自立支援医療等給付事業 障がい福祉課

Ⅴ−２−(3) 障がい者の自立支援 障がい児施設等給付費 障がい福祉課

Ⅴ−２−(3) 障がい者の自立支援 障がい者地域生活支援事業 障がい福祉課

Ⅴ−２−(3) 障がい者の自立支援 子ども発達支援事業 障がい福祉課

Ⅴ−２−(3) 障がい者の自立支援 障がい者利用施設運営事業 障がい福祉課

Ⅴ−２−(3) 障がい者の自立支援 障がい者就労支援事業 障がい福祉課

Ⅴ−２−(3) 障がい者の自立支援 心と体の相談センター運営費 障がい福祉課

Ⅴ−２−(4) 子育て福祉の充実 子どもと家庭相談体制整備事業 青少年家庭課

Ⅴ−２−(4) 子育て福祉の充実 子どもと家庭特定支援事業 青少年家庭課

Ⅴ−２−(4) 子育て福祉の充実 施設入所児童支援事業 青少年家庭課

Ⅴ−２−(4) 子育て福祉の充実 里親委託児童支援事業 青少年家庭課

Ⅴ−２−(4) 子育て福祉の充実 母子家庭等自立支援事業 青少年家庭課

Ⅴ−２−(4) 子育て福祉の充実 母子家庭等経済支援事業 青少年家庭課

Ⅴ−２−(4) 子育て福祉の充実 障がい者自立支援医療等給付事業 障がい福祉課

Ⅴ−２−(5) 生活援護の確保 生活保護費の給付事業 地域福祉課

Ⅴ−２−(5) 生活援護の確保 自立支援事業 地域福祉課

Ⅴ−２−(5) 生活援護の確保 行旅病人等への支援事業 地域福祉課

Ⅴ−２−(5) 生活援護の確保 生活困窮者支援・子どものセーフティネット推進費 地域福祉課

Ⅴ−２−(5) 生活援護の確保 再犯防止推進事業 地域福祉課

Ⅴ−２−(5) 生活援護の確保 旧軍人及び未帰還者等援護事業 高齢者福祉課

Ⅴ−２−(5) 生活援護の確保 心と体の相談センター運営費 障がい福祉課

Ⅵ−１−(1) 発達の段階に応じた教育の振興 私立学校・学校法人管理監督等事務 総務部総務課

Ⅵ−１−(1) 発達の段階に応じた教育の振興 私立学校経営健全性確保事業 総務部総務課

Ⅵ−１−(1) 発達の段階に応じた教育の振興 「しまね教育の日」推進事務 教育庁総務課

Ⅵ−１−(1) 発達の段階に応じた教育の振興 小学校スクールサポート事業 学校企画課

Ⅵ−１−(1) 発達の段階に応じた教育の振興 未来の創り手育成事業 教育指導課

Ⅵ−１−(1) 発達の段階に応じた教育の振興 学力育成推進事業 教育指導課

Ⅵ−１−(1) 発達の段階に応じた教育の振興 帰国・外国人児童生徒等教育の推進支援事業 教育指導課

Ⅵ−１−(1) 発達の段階に応じた教育の振興 へき地・複式教育推進事業 教育指導課

Ⅵ−１−(1) 発達の段階に応じた教育の振興 新規採用教員資質向上事業 教育指導課

Ⅵ−１−(1) 発達の段階に応じた教育の振興 幼児教育総合推進事業 教育指導課

Ⅵ−１−(1) 発達の段階に応じた教育の振興 子ども読書活動推進事業（学校司書等配置） 教育指導課

Ⅵ−１−(1) 発達の段階に応じた教育の振興 教職員研修事業 教育指導課

Ⅵ−１−(1) 発達の段階に応じた教育の振興 教育センター調査研究事業 教育指導課

Ⅵ−１−(1) 発達の段階に応じた教育の振興 インクルーシブ教育システム構築事業 特別支援教育課

Ⅵ−１−(1) 発達の段階に応じた教育の振興 特別支援学校職業教育・就業支援事業 特別支援教育課

Ⅵ−１−(1) 発達の段階に応じた教育の振興 特別支援学校図書館教育推進事業 特別支援教育課

Ⅵ−１−(1) 発達の段階に応じた教育の振興 特別支援学校普通教室ＩＣＴ環境整備事業 特別支援教育課

Ⅵ−１−(1) 発達の段階に応じた教育の振興 食育推進事業 保健体育課

Ⅵ−１−(1) 発達の段階に応じた教育の振興 健康教育推進事業 保健体育課

Ⅵ−１−(1) 発達の段階に応じた教育の振興 児童生徒の健康管理実施事業 保健体育課

Ⅵ−１−(1) 発達の段階に応じた教育の振興 子どもの体力向上支援事業 保健体育課

Ⅵ−１−(1) 発達の段階に応じた教育の振興 体育・競技スポーツ大会支援事業 保健体育課

Ⅵ−１−(1) 発達の段階に応じた教育の振興 子どもの健康づくり事業 保健体育課

Ⅵ−１−(1) 発達の段階に応じた教育の振興 学校体育指導力向上事業 保健体育課

Ⅵ−１−(1) 発達の段階に応じた教育の振興 子ども読書活動推進事業 社会教育課

Ⅵ−１−(1) 発達の段階に応じた教育の振興 人権教育研究事業 人権同和教育課

Ⅵ−１−(2) 学びに向かう力と人間性を高める教育の推進 地域人材を活用した指導力等向上事業（部活動地域指導者活用支援事業） 学校企画課

Ⅵ−１−(2) 学びに向かう力と人間性を高める教育の推進 教育魅力化人づくり推進事業 教育指導課

Ⅵ−１−(2) 学びに向かう力と人間性を高める教育の推進 ふるさと教育推進事業 社会教育課

Ⅵ−１−(2) 学びに向かう力と人間性を高める教育の推進 結集！しまねの子育て協働プロジェクト事業 社会教育課

Ⅵ−１−(2) 学びに向かう力と人間性を高める教育の推進 家庭教育の支援体制整備事業 社会教育課

Ⅵ−１−(3) 学びを支える教育環境の整備 私立学校生徒確保事業 総務部総務課

Ⅵ−１−(3) 学びを支える教育環境の整備 私立高等学校等就学支援事業 総務部総務課

Ⅵ−１−(3) 学びを支える教育環境の整備 高等学校校舎等整備事業 教育施設課
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Ⅵ−１−(3) 学びを支える教育環境の整備 教育財産維持管理費 教育施設課

Ⅵ−１−(3) 学びを支える教育環境の整備 産業教育設備整備事業 教育施設課

Ⅵ−１−(3) 学びを支える教育環境の整備 普通高校等情報教育機器整備事業 教育施設課

Ⅵ−１−(3) 学びを支える教育環境の整備 理科教育設備整備事業 教育施設課

Ⅵ−１−(3) 学びを支える教育環境の整備 高等学校奨学事業 学校企画課

Ⅵ−１−(3) 学びを支える教育環境の整備 高等学校修学奨励費（定時制・通信制） 学校企画課

Ⅵ−１−(3) 学びを支える教育環境の整備 専門的知識習得事業 学校企画課

Ⅵ−１−(3) 学びを支える教育環境の整備 中学校クラスサポート事業 学校企画課

Ⅵ−１−(3) 学びを支える教育環境の整備 特別な支援のための非常勤講師配置事業 学校企画課

Ⅵ−１−(3) 学びを支える教育環境の整備 学びの場を支える非常勤講師配置事業 学校企画課

Ⅵ−１−(3) 学びを支える教育環境の整備 進路希望実現のための講師配置事業 学校企画課

Ⅵ−１−(3) 学びを支える教育環境の整備 地域人材を活用した指導力等向上事業（スクール・サポート・スタッフ配置事業） 学校企画課

Ⅵ−１−(3) 学びを支える教育環境の整備 地域人材を活用した指導力等向上事業（県立高校業務アシスタント配置事業） 学校企画課

Ⅵ−１−(3) 学びを支える教育環境の整備 生徒指導体制充実強化事業 教育指導課

Ⅵ−１−(3) 学びを支える教育環境の整備 悩みの相談事業 教育指導課

Ⅵ−１−(3) 学びを支える教育環境の整備 「こころ・発達」教育相談事業 教育指導課

Ⅵ−１−(3) 学びを支える教育環境の整備 不登校対策推進事業 教育指導課

Ⅵ−１−(3) 学びを支える教育環境の整備 学校安全確保推進事業 教育指導課

Ⅵ−１−(3) 学びを支える教育環境の整備 インクルーシブ教育システム構築事業 特別支援教育課

Ⅵ−１−(3) 学びを支える教育環境の整備 特別支援教育就学奨励費 特別支援教育課

Ⅵ−１−(3) 学びを支える教育環境の整備 食育推進事業 保健体育課

Ⅵ−１−(3) 学びを支える教育環境の整備 人権教育行政推進事業 人権同和教育課

Ⅵ−１−(3) 学びを支える教育環境の整備 人権教育研究事業 人権同和教育課

Ⅵ−１−(3) 学びを支える教育環境の整備 進路保障推進事業 人権同和教育課

Ⅵ−１−(4) 青少年の健全な育成の推進 困難を有する子ども・若者支援事業 青少年家庭課

Ⅵ−１−(4) 青少年の健全な育成の推進 青少年を健やかに育む意識向上事業 青少年家庭課

Ⅵ−１−(4) 青少年の健全な育成の推進 青少年を取り巻く地域環境浄化事業 青少年家庭課

Ⅵ−１−(4) 青少年の健全な育成の推進 青少年の健全育成及び非行防止対策事業 警察本部少年女性対策課

Ⅵ−１−(5) 高等教育の推進 公立大学法人評価・管理事業 総務部総務課

Ⅵ−１−(5) 高等教育の推進 公立大学法人島根県立大学運営費交付金 総務部総務課

Ⅵ−１−(5) 高等教育の推進 島根県立大学学部等設置事業 総務部総務課

Ⅵ−１−(5) 高等教育の推進 専修学校授業料等軽減事業 総務部総務課

Ⅵ−１−(5) 高等教育の推進 高等教育の負担軽減事業 総務部総務課

Ⅵ−１−(6) 社会教育の推進 ふるさと人づくり推進事業 社会教育課

Ⅵ−１−(6) 社会教育の推進 社会教育総合推進事業 社会教育課

Ⅵ−１−(6) 社会教育の推進 社会教育主事(士)の確保・養成事業 社会教育課

Ⅵ−１−(6) 社会教育の推進 社会教育研修センター事業 社会教育課

Ⅵ−１−(6) 社会教育の推進 青少年の家事業 社会教育課

Ⅵ−１−(6) 社会教育の推進 少年自然の家事業 社会教育課

Ⅵ−１−(6) 社会教育の推進 図書館事業 社会教育課

Ⅵ−１−(6) 社会教育の推進 人権教育推進事業 人権同和教育課

Ⅵ−２−(1) スポーツの振興 生涯スポーツ推進事業 スポーツ振興課

Ⅵ−２−(1) スポーツの振興 競技スポーツ普及強化推進事業 スポーツ振興課

Ⅵ−２−(1) スポーツの振興 県立体育施設管理運営事業 スポーツ振興課

Ⅵ−２−(1) スポーツの振興 国民スポーツ大会開催準備事業 スポーツ振興課

Ⅵ−２−(2) 文化芸術の振興 創造的な文化活動推進事業 文化国際課

Ⅵ−２−(2) 文化芸術の振興 文化を担う人材育成・顕彰・奨励事業 文化国際課

Ⅵ−２−(2) 文化芸術の振興 芸術・文化の情報発信・収集事業 文化国際課

Ⅵ−２−(2) 文化芸術の振興 県立美術館事業 文化国際課

Ⅵ−２−(2) 文化芸術の振興 芸術文化センター事業 文化国際課

Ⅵ−２−(2) 文化芸術の振興 島根県民会館事業 文化国際課

Ⅵ−２−(2) 文化芸術の振興 青少年文化活動推進事業 社会教育課

Ⅵ−３−(1) 人権施策の推進 人権啓発事業 人権同和対策課

Ⅵ−３−(1) 人権施策の推進 人権研修事業 人権同和対策課

Ⅵ−３−(1) 人権施策の推進 人権啓発指導者養成事業 人権同和対策課

Ⅵ−３−(1) 人権施策の推進 隣保館運営等事業 人権同和対策課

Ⅵ−３−(1) 人権施策の推進 同和対策調整事務 人権同和対策課

Ⅵ−３−(1) 人権施策の推進 人権施策調整事務 人権同和対策課

Ⅵ−３−(1) 人権施策の推進 ハンセン病療養所入所者等支援事業 健康推進課

Ⅵ−３−(1) 人権施策の推進 人権教育行政推進事業 人権同和教育課

Ⅵ−３−(1) 人権施策の推進 人権教育推進事業 人権同和教育課

Ⅵ−３−(2) 男女共同参画の推進 男女共同参画の理解促進事業 女性活躍推進課

Ⅵ−３−(2) 男女共同参画の推進 女性相談事業 青少年家庭課

Ⅵ−３−(2) 男女共同参画の推進 ＤＶ被害者等保護事業 青少年家庭課

Ⅵ−３−(3) 国際交流と多文化共生の推進 島根県ホームページ多言語対応事業 広聴広報課

Ⅵ−３−(3) 国際交流と多文化共生の推進 外国青年招致事業 文化国際課

Ⅵ−３−(3) 国際交流と多文化共生の推進 多文化共生推進事業 文化国際課

Ⅵ−３−(3) 国際交流と多文化共生の推進 国際海外協力事業 文化国際課

Ⅵ−３−(3) 国際交流と多文化共生の推進 北東アジア地域自治体との連携 文化国際課

Ⅵ−３−(3) 国際交流と多文化共生の推進 北東アジア地域との交流 文化国際課

Ⅵ−３−(3) 国際交流と多文化共生の推進 次世代人材育成のための青年派遣・交流事業 文化国際課

Ⅵ−３−(3) 国際交流と多文化共生の推進 民間交流・友好団体等の支援 文化国際課

Ⅵ−３−(3) 国際交流と多文化共生の推進 国際ネットワークの形成 文化国際課

Ⅵ−３−(3) 国際交流と多文化共生の推進 しまね国際センターの支援 文化国際課

Ⅵ−４−(1) 豊かな自然環境の保全と活用 県立しまね海洋館の管理運営 しまね暮らし推進課

Ⅵ−４−(1) 豊かな自然環境の保全と活用 自然保護のための情報収集・整理事業 自然環境課

Ⅵ−４−(1) 豊かな自然環境の保全と活用 自然環境保全地域の保全事業 自然環境課

Ⅵ−４−(1) 豊かな自然環境の保全と活用 レッドデータ生物に関する調査・研究・保護事業 自然環境課

Ⅵ−４−(1) 豊かな自然環境の保全と活用 県民参加による自然保護活動事業 自然環境課

Ⅵ−４−(1) 豊かな自然環境の保全と活用 自然公園管理事業 自然環境課

Ⅵ−４−(1) 豊かな自然環境の保全と活用 中国自然歩道管理事業 自然環境課
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Ⅵ−４−(1) 豊かな自然環境の保全と活用 三瓶自然館サヒメル等の施設管理運営事業 自然環境課

Ⅵ−４−(1) 豊かな自然環境の保全と活用 隠岐ユネスコ世界ジオパーク活用推進事業 自然環境課

Ⅵ−４−(1) 豊かな自然環境の保全と活用 しまねの自然公園満喫プロジェクト推進事業 自然環境課

Ⅵ−４−(1) 豊かな自然環境の保全と活用 宍道湖・中海賢明利用推進事業 環境政策課

Ⅵ−４−(1) 豊かな自然環境の保全と活用 野生鳥獣保護対策事業 農林水産総務課

Ⅵ−４−(1) 豊かな自然環境の保全と活用 花ふれあい公園事業 産地支援課

Ⅵ−４−(1) 豊かな自然環境の保全と活用 宍道湖自然館管理運営事務 水産課

Ⅵ−４−(2) 文化財の保存・継承と活用 指定文化財等保護事務 文化財課

Ⅵ−４−(2) 文化財の保存・継承と活用 歴史遺産保存整備事業 文化財課

Ⅵ−４−(2) 文化財の保存・継承と活用 八雲立つ風土記の丘事業 文化財課

Ⅵ−４−(2) 文化財の保存・継承と活用 古墳の丘古曽志公園事業 文化財課

Ⅵ−４−(2) 文化財の保存・継承と活用 古代出雲歴史博物館管理運営事業 文化財課

Ⅵ−４−(2) 文化財の保存・継承と活用 埋蔵文化財保護事務 文化財課

Ⅵ−４−(2) 文化財の保存・継承と活用 文化財活用事業 文化財課

Ⅵ−４−(2) 文化財の保存・継承と活用 埋蔵文化財調査センター事業 文化財課

Ⅵ−４−(2) 文化財の保存・継承と活用 古代文化の郷「出雲」整備事業 文化財課

Ⅵ−４−(2) 文化財の保存・継承と活用 未来に引き継ぐ石見銀山保全事業 文化財課

Ⅵ−４−(2) 文化財の保存・継承と活用 古代文化研究事業 文化財課

Ⅵ−４−(2) 文化財の保存・継承と活用 島根の歴史文化活用推進事業 文化財課

Ⅶ−１−(1) 道路網の整備と維持管理 県代行市町村道路整備事業 道路維持課

Ⅶ−１−(1) 道路網の整備と維持管理 道路維持修繕事業 道路維持課

Ⅶ−１−(1) 道路網の整備と維持管理 道路愛護意識等啓発事務 道路維持課

Ⅶ−１−(1) 道路網の整備と維持管理 骨格幹線道路整備事業 道路建設課

Ⅶ−１−(1) 道路網の整備と維持管理 生活関連道路整備事業 道路建設課

Ⅶ−１−(1) 道路網の整備と維持管理 街路整備事業 都市計画課

Ⅶ−１−(2) 地域生活交通の確保 隠岐航路運航維持事業 交通対策課

Ⅶ−１−(2) 地域生活交通の確保 ＪＲ利用促進事業 交通対策課

Ⅶ−１−(2) 地域生活交通の確保 一畑電車運行維持事業 交通対策課

Ⅶ−１−(2) 地域生活交通の確保 生活交通ネットワーク総合支援事業 交通対策課

Ⅶ−１−(2) 地域生活交通の確保 港湾整備事業（離島港湾） 港湾空港課

Ⅶ−１−(3) 上下水道の整備 水道施設・水道水質の維持管理事業 薬事衛生課

Ⅶ−１−(3) 上下水道の整備 ほ場整備事業 農村整備課

Ⅶ−１−(3) 上下水道の整備 漁村環境整備事業 漁港漁場整備課

Ⅶ−１−(3) 上下水道の整備 流域下水道事業 下水道推進課

Ⅶ−１−(3) 上下水道の整備 市町村下水道整備支援事業 下水道推進課

Ⅶ−１−(3) 上下水道の整備 県営水道用水供給事業 企業局 施設課

Ⅶ−１−(4) 情報インフラの整備・活用 電子県庁推進事業 情報政策課

Ⅶ−１−(4) 情報インフラの整備・活用 ＩＴ利活用促進事業 情報政策課

Ⅶ−１−(4) 情報インフラの整備・活用 携帯電話不感地域対策事業 情報政策課

Ⅶ−１−(5) 竹島の領土権確立 竹島領土権確立対策事業 総務部総務課

Ⅶ−２−(1) 快適な居住環境づくり ひとにやさしいまちづくり推進事業 障がい福祉課

Ⅶ−２−(1) 快適な居住環境づくり 地籍調査事業 用地対策課

Ⅶ−２−(1) 快適な居住環境づくり 都市公園整備事業 都市計画課

Ⅶ−２−(1) 快適な居住環境づくり 都市公園の管理運営 都市計画課

Ⅶ−２−(1) 快適な居住環境づくり 都市の一体的な整備・開発及び保全の方針の策定 都市計画課

Ⅶ−２−(1) 快適な居住環境づくり 魅力ある景観の保全創造事業 都市計画課

Ⅶ−２−(1) 快適な居住環境づくり 地域優良賃貸住宅整備支援事業 建築住宅課

Ⅶ−２−(1) 快適な居住環境づくり しまね⾧寿・子育て安心住宅リフォーム助成事業 建築住宅課

Ⅶ−２−(1) 快適な居住環境づくり 県営住宅整備事業 建築住宅課

Ⅶ−２−(1) 快適な居住環境づくり 住まい情報提供事業 建築住宅課

Ⅶ−２−(2) 環境の保全と活用 島根県再生可能エネルギー利活用総合推進事業 地域政策課

Ⅶ−２−(2) 環境の保全と活用 環境保全功労者知事感謝状贈呈事業 環境生活総務課

Ⅶ−２−(2) 環境の保全と活用 大気環境保全対策事業費 環境政策課

Ⅶ−２−(2) 環境の保全と活用 しまね流エコライフ推進事業 環境政策課

Ⅶ−２−(2) 環境の保全と活用 環境保全企画推進費 環境政策課

Ⅶ−２−(2) 環境の保全と活用 環境影響評価制度推進事業費 環境政策課

Ⅶ−２−(2) 環境の保全と活用 騒音・振動・悪臭対策費 環境政策課

Ⅶ−２−(2) 環境の保全と活用 公害紛争処理対策事業費 環境政策課

Ⅶ−２−(2) 環境の保全と活用 しまねの水環境モニタリング事業費 環境政策課

Ⅶ−２−(2) 環境の保全と活用 土壌環境保全事業費 環境政策課

Ⅶ−２−(2) 環境の保全と活用 宍道湖・中海水質保全事業費 環境政策課

Ⅶ−２−(2) 環境の保全と活用 産業廃棄物減量促進基金事務 環境政策課

Ⅶ−２−(2) 環境の保全と活用 事業者の３Ｒ推進事業 廃棄物対策課

Ⅶ−２−(2) 環境の保全と活用 一般廃棄物処理施設整備事業 廃棄物対策課

Ⅶ−２−(2) 環境の保全と活用 産業廃棄物処理施設の許可・監視・指導等事務 廃棄物対策課

Ⅶ−２−(2) 環境の保全と活用 公共関与産業廃棄物最終処分場確保対策事業 廃棄物対策課

Ⅶ−２−(2) 環境の保全と活用 海岸漂着ごみ等の回収・処理対策事業 廃棄物対策課

Ⅶ−２−(2) 環境の保全と活用 不法投棄等対策強化事業 廃棄物対策課

Ⅶ−２−(2) 環境の保全と活用 浄化槽適正管理指導啓発等事業 廃棄物対策課

Ⅶ−２−(2) 環境の保全と活用 ダイオキシン類対策事業 廃棄物対策課

Ⅶ−２−(2) 環境の保全と活用 環境ホルモン対策事業 廃棄物対策課

Ⅶ−２−(2) 環境の保全と活用 ＰＣＢ廃棄物処理推進事業 廃棄物対策課

Ⅶ−２−(2) 環境の保全と活用 環境保全型農業直接支援対策事業 産地支援課

Ⅶ−２−(2) 環境の保全と活用 いのち育む島根の『環境農業』推進事業 農畜産課

Ⅶ−２−(2) 環境の保全と活用 島根ＣＯ２吸収・固定量認証制度普及事業 森林整備課

Ⅶ−２−(2) 環境の保全と活用 資源循環型技術経営支援事業 産業振興課

Ⅶ−２−(2) 環境の保全と活用 県営電気事業 企業局 施設課

Ⅷ−１−(1) 災害に強い県土づくり 漁港海岸保全事業 漁港漁場整備課

Ⅷ−１−(1) 災害に強い県土づくり 落石対策事業 道路維持課

Ⅷ−１−(1) 災害に強い県土づくり 冬道バリアフリー事業 道路維持課

Ⅷ−１−(1) 災害に強い県土づくり 橋梁耐震事業 道路維持課
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Ⅷ−１−(1) 災害に強い県土づくり 無電柱化事業 道路維持課

Ⅷ−１−(1) 災害に強い県土づくり 河川・海岸計画 河川課

Ⅷ−１−(1) 災害に強い県土づくり 中小河川の改修事業 河川課

Ⅷ−１−(1) 災害に強い県土づくり ダム建設事業 河川課

Ⅷ−１−(1) 災害に強い県土づくり 河川維持修繕事業 河川課

Ⅷ−１−(1) 災害に強い県土づくり 海岸侵食対策事業 河川課

Ⅷ−１−(1) 災害に強い県土づくり 海岸維持修繕事業 河川課

Ⅷ−１−(1) 災害に強い県土づくり 河川管理事業 河川課

Ⅷ−１−(1) 災害に強い県土づくり 海岸管理事業 河川課

Ⅷ−１−(1) 災害に強い県土づくり ダム維持管理事業 河川課

Ⅷ−１−(1) 災害に強い県土づくり 斐伊川放水路事業促進事業 斐伊川神戸川対策課

Ⅷ−１−(1) 災害に強い県土づくり 大橋川改修事業促進事業 斐伊川神戸川対策課

Ⅷ−１−(1) 災害に強い県土づくり 海岸保全事業（港湾） 港湾空港課

Ⅷ−１−(1) 災害に強い県土づくり 砂防事業 砂防課

Ⅷ−１−(1) 災害に強い県土づくり 地すべり対策事業 砂防課

Ⅷ−１−(1) 災害に強い県土づくり 急傾斜地崩壊対策事業 砂防課

Ⅷ−１−(1) 災害に強い県土づくり 建築物等地震対策事業 建築住宅課

Ⅷ−１−(1) 災害に強い県土づくり ブロック塀等の安全確保事業 建築住宅課

Ⅷ−１−(1) 災害に強い県土づくり 島根県老朽危険空き家除却支援事業 建築住宅課

Ⅷ−１−(2) 危機管理体制の充実・強化 危機管理対策事業 防災危機管理課

Ⅷ−１−(2) 危機管理体制の充実・強化 感染症の医療体制整備事業 薬事衛生課

Ⅷ−１−(2) 危機管理体制の充実・強化 家畜疾病危機管理対策事業 農畜産課

Ⅷ−１−(3) 防災・減災対策の推進 常備消防体制整備事業 消防総務課

Ⅷ−１−(3) 防災・減災対策の推進 消防職員・消防団員活動強化事業 消防総務課

Ⅷ−１−(3) 防災・減災対策の推進 航空消防防災活動事業 消防総務課

Ⅷ−１−(3) 防災・減災対策の推進 防災情報システム整備事業 消防総務課

Ⅷ−１−(3) 防災・減災対策の推進 危険物・高圧ガス等の安全対策事業 消防総務課

Ⅷ−１−(3) 防災・減災対策の推進 震災、風水害等災害対策事業 防災危機管理課

Ⅷ−１−(3) 防災・減災対策の推進 被災者への支援事業 地域福祉課

Ⅷ−１−(3) 防災・減災対策の推進 災害福祉広域支援ネットワーク体制整備事業 地域福祉課

Ⅷ−１−(3) 防災・減災対策の推進 風水害震災時の医療体制整備 医療政策課

Ⅷ−１−(3) 防災・減災対策の推進 水防法関係業務 河川課

Ⅷ−１−(3) 防災・減災対策の推進 水質事故対策 河川課

Ⅷ−１−(3) 防災・減災対策の推進 土砂災害警戒避難支援事業 砂防課

Ⅷ−１−(4) 原子力安全・防災対策の充実・強化 原子力安全対策事業 原子力安全対策課

Ⅷ−１−(4) 原子力安全・防災対策の充実・強化 原子力防災対策事業 原子力安全対策課

Ⅷ−１−(4) 原子力安全・防災対策の充実・強化 原子力災害時の医療体制整備 医療政策課

Ⅷ−２−(1) 食の安全・生活衛生の確保 食品衛生対策推進事業 薬事衛生課

Ⅷ−２−(1) 食の安全・生活衛生の確保 カネミ油症・森永ミルク中毒被害者検診・支援事業 薬事衛生課

Ⅷ−２−(1) 食の安全・生活衛生の確保 食品流通対策事業 薬事衛生課

Ⅷ−２−(1) 食の安全・生活衛生の確保 生活衛生団体等の育成事業 薬事衛生課

Ⅷ−２−(1) 食の安全・生活衛生の確保 動物管理対策事業 薬事衛生課

Ⅷ−２−(1) 食の安全・生活衛生の確保 米トレーサビリティ制度推進事業 農畜産課

Ⅷ−２−(1) 食の安全・生活衛生の確保 農畜産物の放射性物質検査等事業 農畜産課

Ⅷ−２−(2) 安全で安心な消費生活の確保 企画立案・総合調整事務 環境生活総務課

Ⅷ−２−(2) 安全で安心な消費生活の確保 消費者啓発推進事業 環境生活総務課

Ⅷ−２−(2) 安全で安心な消費生活の確保 学校における消費者教育の推進事業 環境生活総務課

Ⅷ−２−(2) 安全で安心な消費生活の確保 消費者団体等活動支援事業 環境生活総務課

Ⅷ−２−(2) 安全で安心な消費生活の確保 消費生活協同組合の指導事業 環境生活総務課

Ⅷ−２−(2) 安全で安心な消費生活の確保 相談・苦情処理事務 環境生活総務課

Ⅷ−２−(2) 安全で安心な消費生活の確保 島根県消費者行政推進・強化事業 環境生活総務課

Ⅷ−２−(2) 安全で安心な消費生活の確保 計量検定検査事務 商工政策課

Ⅷ−２−(2) 安全で安心な消費生活の確保 貸金業法に関する事務 中小企業課

Ⅷ−２−(3) 交通安全対策の推進 交通安全推進事業 交通対策課

Ⅷ−２−(3) 交通安全対策の推進 運輸事業振興助成事業 交通対策課

Ⅷ−２−(3) 交通安全対策の推進 交通事故相談所運営事業 交通対策課

Ⅷ−２−(3) 交通安全対策の推進 交通安全事業（防護柵設置） 道路維持課

Ⅷ−２−(3) 交通安全対策の推進 通学路交通安全事業（歩道整備） 道路建設課

Ⅷ−２−(3) 交通安全対策の推進 交通事故総量抑制事業 警察本部交通企画課

Ⅷ−２−(3) 交通安全対策の推進 交通管制システム整備事業 警察本部交通規制課

Ⅷ−２−(3) 交通安全対策の推進 交通安全施設整備事業 警察本部交通規制課

Ⅷ−２−(4) 治安対策の推進 犯罪のない安全で安心なまちづくりの推進 環境生活総務課

Ⅷ−２−(4) 治安対策の推進 治安基盤強化事業 警察本部警務課

Ⅷ−２−(4) 治安対策の推進 犯罪の起きにくい地域社会づくり推進事業 警察本部生活安全企画課

Ⅷ−２−(4) 治安対策の推進 街頭活動強化事業 警察本部地域課

Ⅷ−２−(4) 治安対策の推進 サイバー犯罪対策事業 警察本部生活環境課

Ⅷ−２−(4) 治安対策の推進 凶悪犯罪等対策事業 警察本部捜査第一課

Ⅷ−２−(4) 治安対策の推進 暴力団対策事業 警察本部組織犯罪対策課

Ⅷ−２−(4) 治安対策の推進 犯罪被害者支援事業 警察本部広報県民課

Ⅷ−２−(4) 治安対策の推進 警察相談事業 警察本部広報県民課

Ⅷ−２−(4) 治安対策の推進 人身安全対策事業 警察本部少年女性対策課
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