
令和２年度当初予算の要求の概要（主な事業） 

Ⅰ 活力ある産業をつくる 

１ 魅力ある農林水産業づくり 
（単位：千円） 

№ 区分 事業名 要求額 概要 部局名 

1 新規 産地創生事業 180,000 地域の資源や強みを活かし、一次加工、

直接販売、海外輸出、地産地消等マーケッ

トインの視点から生産・販売の拡大、担い

手の安定確保を図る産地を支援 

農林水産部 
[農林水産総務 

課]

2 拡充 中核的な経営体を

目指す自営就農者

確保対策事業 

179,759 地域や産地を支える中核的な経営体

（販売額 1,000 万円以上）の確保に向け

て、自営就農者の確保対策を強化 

農林水産部 
[農業経営課] 

3 拡充 多様な担い手確

保・育成事業 

520,049 農業の担い手を確保・育成するため、自

営や雇用就農の確保・育成対策を総合的

に展開 

農林水産部 
[農業経営課] 

4 拡充 集落営農体制強化

スピードアップ事

業 

99,311 中山間地域をはじめとする農地の維持

と経営基盤の強化を図るため、集落営農

の組織化、法人化、広域連携による経営の

継続及び効率化の取組を推進 

農林水産部 
[農業経営課]

5 拡充 農林大学校再編拡

充事業 

289,997 農業・林業における担い手を確保・育成

するため、令和２年度から農林大学校の

教育内容を充実するとともに、入学定員

を増員することに伴い必要となる施設等

の整備を実施 

農林水産部 
[農業経営課] 

[林業課] 

6 地域をけん引する

経営体確保対策事

業 

41,912 高い生産技術や販路を持ち、地域の雇

用創出や農業生産の増大等が可能な「地

域をけん引する経営体」を確保し、この経

営体を核とした地域の農業法人・農業者

を巻き込んだ産地づくりを推進 

農林水産部 
[農業経営課] 

令和元年１２月１２日 

地方創生・行財政改革調査特別委員会 
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 要求額 概要 部局名 

7 農地利用集積促進

事業 

340,201 担い手への農地集積・集約化や耕作放

棄地の解消を加速化するため、農地の出

し手・受け手や農地中間管理機構の活動

を支援 

農林水産部 
[農業経営課] 

8 新規 種子調製施設整備

事業 

358,447 県内で生産する水稲、大麦種子の品質

向上等を図るため、農業者への種子の安

定供給に必要な種子調製施設整備を支援 

農林水産部 
[農産園芸課] 

9 拡充 水田園芸拠点づく

り事業 

142,934  水田を活用した園芸の産地化を加速す

るため、新たに水田園芸に取り組む農業

者への支援や拠点産地の計画づくりから

本格的な取組までを支援 

農林水産部 
[農産園芸課] 

10 拡充 持続可能な米づく

りへの構造転換対

策事業 

102,300 本県において持続的に米生産が行われ

るため、担い手が米生産コストの削減を

図りながら、経営規模拡大を進める取組

などを支援（№2、4、7一部再掲） 

農林水産部 
[農業経営課] 

[農産園芸課] 

11 有機農業推進事業 22,000 生産者が意欲的に有機農業の生産や拡

大に取り組めるように、販売力を高める

取組や有機ＪＡＳ認証取得等を支援 

農林水産部 
[農産園芸課] 

12 美味しまね認証制

度を核としたＧＡ

Ｐ推進事業 

36,134 県産農畜林水産物の安全の確保と消費

者の信頼づくりを促進し市場競争力を強

化するため、県独自の基準に基づく「美味

しまね認証」により、ＧＡＰ取組の普及と

国際水準ＧＡＰ（美味しまねゴールド含

む）へのレベルアップを推進 

農林水産部 
[農産園芸課] 

13 新規 放牧再生支援事業 10,280 畜産の担い手確保及び特徴ある子牛や

畜産物の生産を拡大するため、公共放牧

場等の再整備や放牧を活用した畜産物生

産の取組を支援 

農林水産部 
［畜産課］ 

14 拡充 種雄牛造成強化事

業 

50,000 超優秀雌牛の導入や先端技術であるゲ

ノミック評価（遺伝子解析技術による評

価）の活用により、市場価格をリードする

スーパー種雄牛を造成 

農林水産部 
[畜産課]
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 要求額 概要 部局名 

15 拡充 しまね和牛生産振

興事業 

58,278 子牛価格や枝肉成績を主要産地レベル

まで向上させることにより、肉用牛の生

産拡大を推進 

農林水産部 
[畜産課]

16 島根県獣医師確保

緊急対策事業 

16,270 県職員獣医師及び県内産業動物獣医師

の安定確保を図るため、修学資金を貸与 

農林水産部 
[畜産課]

17 家畜疾病危機管理

対策事業 

200,000 高病原性鳥インフルエンザ、豚コレラ、

口蹄疫等の家畜疾病発生に備えた初動防

疫活動や農家への損失補償経費 

農林水産部 
[畜産課]

18 新規 製材力強化事業 45,374 地域ごとに原木の生産・流通・加工をネ

ットワーク化するウッドコンビナートの

基盤整備を支援 

農林水産部 
[林業課] 

19 新規 県産木材利用促進

事業 

85,200  県産木材の需要拡大を図るため、県産

木材を積極的に使用した住宅建築等への

支援や、県外・海外への販路拡大に向けて

の取組を支援 

農林水産部 
[林業課]

20 拡充 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 

147,572 「意欲と能力のある林業経営者」の育

成・強化及び林業就業者の確保を推進す

るため、総合的な対策を実施 

農林水産部 
[林業課]

21 循環型林業に向け

た森林経営の収益

力向上対策事業 

83,216 利用期を迎えた森林の主伐を促進し、

県産原木を増産するために伐採後の運搬

経費や高性能林業機械等の導入による低

コスト原木生産の取組を支援 

農林水産部 
[林業課] 

22 水と緑の森づくり

事業 

195,000 水と緑の森づくり税を財源とし、県民

と協働して緑豊かな森を保全し次世代に

引き継いでいく取組を支援 

農林水産部 
[林業課]

23 林業・木材産業成

長産業化対策事業 

2,020,000 循環型林業の実現に向けて、森林整備

から木材の伐採・搬出・利用までの一体的

な取組を支援 

農林水産部 
[林業課] 

［森林整備課］ 
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 要求額 概要 部局名 

24 全国植樹祭開催準

備事業 

808,428 令和２年５月 31 日に開催する第 71 回

全国植樹祭の広報宣伝活動、会場設営、式

典運営等を実施 

農林水産部 
[林業課] 

総務部 
[人事課] 

警察本部 

25 拡充 しまねの漁業担い

手づくり事業 

32,358 漁業の担い手を確保・育成するため、研

修、自立、所得向上の各種施策を総合的に

推進 

農林水産部 
[水産課]

26 離島漁業再生支援

事業 

155,431 町村が作成した離島漁業集落活動促進

計画に基づき集落協定を締結した漁業集

落に対し、離島漁業再生支援交付金を交

付し、漁場の生産力の向上や漁業再生に

関する取組を支援 

 特定有人国境離島地域の漁業集落にお

ける新たな雇用創出の取組を支援 

農林水産部 
[水産課]

27 水産業競争力強化

漁船導入促進事業 

50,000 漁業者の経営構造改善を図るため、国

補助事業を活用してリース事業体が高性

能な漁船を導入し、漁業者にリースする

場合、導入経費の一部を支援 

農林水産部 

[水産課]

28 しまねの食ご縁づ

くり事業 

27,128 農林水産事業者等のマーケティング活

動や産地形成に向けた取組を支援し、マ

ーケットインの視点で有機農産物や美味

しまね認証等の特色ある農林水産物の生

産と販売をさらに強化 

農林水産部 

[しまねブラン

ド推進課] 
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Ⅰ 活力ある産業をつくる 

２ 力強い地域産業づくり 
（単位：千円） 

№ 区分 事業名 要求額 概要 部局名 

29 新規 “美肌県しまね” 

観光総合対策事業 

179,794 “ご縁”に続く新たなアピールポイン

トとして、“美肌”をキーワードに、幅広

い年代の女性をターゲットとした「美肌

観光」を推進 

商工労働部
[観光振興課] 

30 “ご縁の国しまね”

観光総合対策事業 
333,332 定着しつつある“ご縁”ブランドをさら

に確かなものとするため、“ご縁の国しま

ね”をキーワードに観光誘客を推進 

商工労働部 
[観光振興課] 

31 外国人観光客誘致

推進事業 

334,939 増加が見込まれる外国人観光客の誘致

に向けた取組を推進 

商工労働部 
[観光振興課] 

32 特定有人国境離島

地域滞在型観光推

進事業 

36,608 隠岐地域での滞在型旅行商品の開発や

人材の確保・育成の取組を支援 

商工労働部 
[観光振興課] 

33 しまね地域未来投

資促進事業 

40,000 地域未来投資促進法に基づく県による

計画承認を受け、地域経済をけん引する

中核的な観光関連事業者及びものづく

り・ＩＴ産業等事業者の高い付加価値を

創出する取組を支援 

商工労働部 
[観光振興課] 

[産業振興課] 

34 拡充 海外展開促進支援

事業 

67,414  県内企業の海外販路開拓の取組を支援 商工労働部 
[しまねブラン

ド推進課] 

35 強くしなやかな食

品産業づくり事業 

119,900 食品製造事業者の経営基盤を強化し、

１次から３次産業まで波及する地域経済

循環の拡大を図ることで、県下全域に地

域産業の基盤整備を促進 

商工労働部 
[しまねブラン

ド推進課] 

36 首都圏における情

報発信・活動拠点

事業 

23,507 首都圏における新たな情報発信・活動

拠点において、県産品の展示・販売により

認知度の向上を図るとともに、商談会等

の企画・開催により、県外販路の拡大や商

品のブラッシュアップを支援 

商工労働部 
[しまねブラン

ド推進課]
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 要求額 概要 部局名 

37 しまねＩＴ産業振

興事業 

312,820 県外市場から多くの売上を獲得し、若

年層の雇用を創出する産業として持続的

な発展を目指すため、人材育成・確保及び

高付加価値な業態への転換を支援 

商工労働部 
[産業振興課] 

38 先端金属素材グロ

ーバル拠点創出事

業 

1,123,687 特殊鋼などの素材分野での強みを活か

し、きらりと光る地方大学づくりと若者

の雇用機会の創出を進めるため、国の交

付金を活用し、航空機産業及びモーター

産業での新たな事業の創出に向けた最先

端研究の推進と高度専門人材の育成を、

産学官が連携して実施 

商工労働部 
[産業振興課] 

39 先端技術イノベー

ションプロジェク

ト（第２期） 

180,636 県内企業と産業技術センターが密接に

連携して、技術革新が見込まれる先端分

野や県内ものづくり企業の特徴に応じた

テーマについて研究開発に取り組み、県

内企業の技術力向上等を支援 

商工労働部 
[産業振興課] 

40 島根発ヘルスケア

ビジネス事業化支

援事業 

27,763 医療・福祉・農商工・ＩＴ等の分野が連

携して行う「健康」をキーワードにした新

たなビジネスの事業化を支援 

商工労働部 
[産業振興課]

41 石州瓦産業経営基

盤強化支援事業 

50,000 石州瓦産業の振興を図るため、経営力・

生産力・販売力の強化を支援 

商工労働部 
[産業振興課]

42 起業家育成・支援

事業 

11,697 起業支援体制の充実強化を図るととも

に、地域経済の活性化に貢献する起業を

推進 

商工労働部 
[産業振興課] 

43 しまね海外ビジネ

ス展開支援事業 

50,000 県内雇用の維持・拡大等に向けて、海外

への事業展開や輸出などにより海外需要

を取り込もうとする企業を支援 

商工労働部 
[産業振興課]

44 特定有人国境離島

地域創業・事業拡

大支援事業 

190,000 隠岐地域での雇用機会の拡充に寄与す

る創業又は事業拡大を行おうとする民間

事業者を支援 

商工労働部 
[産業振興課]
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 要求額 概要 部局名 

45 新規 外部人材活用によ

る企業訪問活動 

20,658 県西部地域をはじめとした中山間地域

等への企業誘致を強化するため、企業誘

致を推進する外部人材を追加配置 

商工労働部 
[企業立地課]

46 新規 貸オフィス・貸工

場整備支援事業 

制度創設要求 中山間地域等における企業立地を推進

するため、所有する遊休施設を貸オフィ

ス・貸工場として整備する市町村を支援 

商工労働部 
[企業立地課]

47 新規 県・市町村共同工

業団地整備事業 

制度創設要求 中山間地域等の産業振興を図るため、

県と市町村が共同して工業団地を整備 

商工労働部 
[企業立地課]

企業局 
[経営課] 

48 企業誘致のための

各種助成事業 

3,814,710 県内既存工場・事業所の増設や県外か

らの新規誘致を推進するため、各種助成

等により企業の初期投資等を軽減すると

ともに、中山間地域等における企業立地

を推進する市町村の取組を支援 

商工労働部 
[企業立地課]

49 新規 商業・サービス業

県外展開支援事業 

30,000 商業・サービス業の事業者が、県内事業

所の雇用の維持・拡大や付加価値の向上

を図るため、県外の大消費地など新たな

市場の開拓を目指す取組を支援 

商工労働部
[中小企業課]

50 しまね地域産業資

源活用支援事業 

21,500 中小企業者や創業者の創意工夫によ

り、地域産業資源を活用した新しい事業

化への取組を支援 

商工労働部
[中小企業課]

51 事業承継総合支援

事業 

257,361 経営者の高齢化や後継者不在による休

廃業が生じないよう円滑な事業承継を進

めるため、案件の掘り起こしから、後継者

の確保、事業承継計画の策定、経営の改

善、フォローまで関係機関と一体となっ

て総合的に支援 

商工労働部
[中小企業課]

52 商工会・商工会議

所活動支援事業 

1,328,513 小規模事業者等の経営改善及び技術の

発展を図るため、商工会、商工会議所及び

商工会連合会が実施する経営改善普及事

業に要する経費等の一部を支援 

商工労働部
[中小企業課]
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 要求額 概要 部局名 

53 中小企業団体中央

会活動支援事業 

108,850 中小企業の組織化を推進し、連携によ

る共同事業等により経営の安定や改善及

び事業の発展を図るため、島根県中小企

業団体中央会が行う事業に要する経費の

一部を支援 

商工労働部
[中小企業課]

54 地域商業等支援事

業 

48,000 小売店舗の持続化や買い物不便対策を

強化するため、開業や移動販売等を市町

村とともに支援 

商工労働部
[中小企業課]

55 わくわく島根起業

支援事業 

26,500 地域課題の解決を目的として新たに起

業する者に対して、起業に要する経費の

一部を支援 

商工労働部
[中小企業課]

56 建設産業経営基盤

強化支援事業 

26,445 中山間地域・離島の建設産業の経営基

盤強化のため、事業者の農業、介護・福祉

分野等での経営の多角化等を支援 

土木部 
[土木総務課]
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Ⅰ 活力ある産業をつくる 

３ 人材の確保・育成 
（単位：千円） 

№ 区分 事業名 要求額 概要 部局名 

57 新規 子育てしやすい職

場づくり促進事業 

36,172 子育てしやすい柔軟な働き方ができる

環境を整えるため、中小・小規模事業者等

に奨励金を支給し、「休み方」と「働き方」

の改善を促進 

商工労働部 
[雇用政策課] 

58 中小・小規模事業

者等出産後職場復

帰促進事業 

151,781 出産や育児による離職を減らし、従業

員が出産後も働き続けることを事業者に

促すため、中小・小規模事業者等に奨励金

を支給 

商工労働部 
[雇用政策課] 

59 拡充 女性就労ワンスト

ップ支援体制整備

事業 

29,147 ワンストップの就職相談窓口を設置

し、県内企業等で就労をめざす女性を支

援 

商工労働部 
[雇用政策課] 

60 若年者雇用対策事

業 

255,949 若年者の県内企業への就職及び職業的

自立を促進 

商工労働部 
[雇用政策課]

61 産業人材確保対策

事業 

32,725 県内企業が求める専門人材をＵＩＪタ

ーン等により確保 

商工労働部 
[雇用政策課] 

62 しまねいきいき職

場づくり推進事業 

66,609 県内企業における「働き方改革」を促進

し、ワークライフバランスの実現と職場

定着を促進 

商工労働部 
[雇用政策課] 

63 島根の職人育成事

業 

21,837 「島根の職人技」の継承者を育成・確保

するための取組を支援 

商工労働部 
[雇用政策課] 

64 障がい者の雇用促

進・安定事業 

86,889  障がい者の適性と能力に応じた雇用機

会を確保し、障がい者の雇用を促進 

商工労働部 
[雇用政策課] 

65 拡充 しまねの建設担い

手確保・育成事業 

57,574 建設産業の担い手を確保・育成するた

め、建設産業団体や建設業者等が行う若

者や女性などの就職・定着促進等の取組

を支援 

土木部 
[土木総務課] 

[技術管理課] 

[道路維持課] 
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Ⅱ 結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

１ 結婚・出産・子育てへの支援 
（単位：千円） 

№ 区分 事業名 要求額 概要 部局名 

66 新規 しまね産前・産後

安心サポート事業 

38,400  市町村における産前・産後の一時的な

育児・家事援助や産後の専門的なケアの

充実を支援 

健康福祉部 
[健康推進課]

67 拡充 不妊治療支援事業 142,871  不妊に悩む夫婦の不妊治療への参加を

後押しするため、治療費等の一部を助成 

健康福祉部 
[健康推進課]

68 子育て世代包括支

援センター開設促

進事業 

4,245  市町村が子育て世代包括支援センター

の開設準備を行う場合、市町村負担の 1/2

を支援 

健康福祉部 
[健康推進課]

69 拡充 子ども医療費助成

制度 

制度拡充要求  現行の「しまね結婚・子育て市町村交付

金」のメニューに、小学６年生までの子ど

も医療費助成を追加し、子育て世帯の負

担軽減を促進 

健康福祉部 
[健康推進課] 

[子ども・子育

て支援課]

70 しまね結婚・子育

て市町村交付金事

業 

150,000  出生数を増やすために市町村が取り組

む「結婚支援」「妊娠・出産支援」「子育て

支援」等の経費の一部を助成 

健康福祉部 
[子ども・子育

て支援課] 

71 拡充 待機児童ゼロ化事

業 

16,574  年度途中の入所希望に対応するため、

保育定員を増やして受入体制を拡充する

私立保育所等を支援 

健康福祉部 
[子ども・子育

て支援課] 

72 拡充 保育士の確保・定

着支援事業 

148,578  保育環境の充実を図るため、保育士の

確保・定着に向けた取組を推進 

健康福祉部 
[子ども・子育

て支援課] 

73 拡充 放課後児童クラブ

支援事業 

669,864  放課後児童クラブの充実を図るため、

利用時間延長や待機児童解消等に向けた

支援の拡充を図り、子育てしやすい環境

整備をより一層推進 

健康福祉部 
[子ども・子育

て支援課] 
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 要求額 概要 部局名 

74 拡充 みんなで子育て応

援事業 

32,672  こっころパスポートの普及や協賛店の

登録促進など、家庭、地域、団体、企業等

が一体となり、県全体で子育てを支援 

健康福祉部 

[子ども・子育

て支援課]

75 拡充 仕事と子育ての両

立支援事業 

5,625  子育てに積極的に関わる男性「イクメ

ン」の養成など、仕事と子育てを両立でき

る社会を目指した取組を推進 

健康福祉部 
[子ども・子育

て支援課] 

76 結婚支援事業 142,875  未婚・晩婚化対策として、縁結びボラン

ティア「はぴこ」と連携し、総合的な結婚

対策を実施 

健康福祉部 
[子ども・子育

て支援課] 

77 第１子・第２子に

係る保育料軽減事

業 

287,100  子育て世帯における３歳未満の第１

子・第２子に係る保育料を軽減する市町

村を支援 

健康福祉部 
[子ども・子育

て支援課] 

78 第３子以降保育料

軽減事業 

133,792  子育て世帯における３歳未満の第３子

以降の児童に係る保育料を軽減する市町

村を支援 

健康福祉部 
[子ども・子育

て支援課] 

79 病児保育促進事業 13,000  病児・病後児保育の開設を促進するた

め、開設経費の一部を国制度と連携して

助成 

健康福祉部 
[子ども・子育

て支援課] 

80 小規模民間保育所

運営対策事業 

41,184  中山間地域・離島の保育環境を維持す

るため、小規模な保育所の運営費を支援 

健康福祉部 
[子ども・子育

て支援課] 

81 保育所等運営支援

事業 

5,201,463  待機児童を解消するとともに、保育の

「量の拡充」と「質の向上」に向け、保育

所等へ運営費を給付 

健康福祉部 
[子ども・子育

て支援課] 

82 地域の子育て支援

事業 

504,706  在宅の子育て家庭を含む全ての家庭及

び子どもを対象として、一時預かり事業、

延長保育事業等に係る経費の一部を助成 

健康福祉部 
[子ども・子育

て支援課] 
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 要求額 概要 部局名 

83 幼児教育総合推進

事業 

44,528  幼児教育に係る教育事務所の体制を強

化し、幼稚園教諭・保育士及び市町村担当

者等の研修支援等を充実することで、全

県的に幼児教育の質を向上 

健康福祉部 
[子ども・子育

て支援課] 

教育委員会 
[教育指導課]

84 拡充 発達障がい者支援

体制整備事業 

78,943  ライフステージに応じた発達障がい者

の支援を行うため、発達障害者支援セン

ターを中心として対策を実施 

健康福祉部 
[障がい福祉課]

85 在宅心身障がい児

援護事業 

68,893  重症心身障がい児（者）等の在宅生活を

支援するための対策を実施 

健康福祉部 
[障がい福祉課]

86 子どもの心の診療

ネットワーク事業 

18,778  様々な子どもの心の問題や発達障がい

等に対応するため、拠点病院・協力病院を

中核とし、各圏域における関係機関の連

携体制を構築 

健康福祉部 
[障がい福祉課]

87 拡充 しまね長寿・子育

て安心住宅リフォ

ーム助成事業 

173,000 既存一戸建て住宅のバリアフリー改修

工事及び子育てリフォーム改修工事に要

する経費の一部を助成 

子育て世代を含む三世代同居世帯・子

育て近居世帯、空き家バンク登録住宅の

購入及び改修、一室耐震補強を実施の場

合は助成上限額を加算 

土木部 
[建築住宅課]

88 特色ある学校づく

りを支援する 30

人学級編制 

（島根スクールサ

ポート事業） 

（30 人学級編制）

372,685 小学校１年生及び２年生の１学級の児

童数が 31人以上の学校について、学校の

実態等を踏まえ、30 人学級編制又はスク

ールサポート事業（非常勤講師の配置）を

実施 

教育委員会 
[学校企画課] 

89 小中学校を通じた

少人数教育推進事

業 

（35人学級編制に

よるきめ細かな指

導環境の整備） 

766,800 小学校３～６年生、中学校１～３年生

の 36 人以上の学級について、35人学級編

制を実施 

教育委員会 
[学校企画課]
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 要求額 概要 部局名 

90 子ども読書活動推

進事業 

162,553 学校図書館の充実と活性化を図るとと

もに、図書館を活用した教育を推進する

ため、小中学校の学校司書配置の充実に

取り組む市町村を交付金で支援 

教育委員会 
[教育指導課]

91 拡充 インクルーシブ教

育システム構築事

業 

60,056 障がいのある子どもと障がいのない子

どもが同じ場で共に学ぶ仕組みであるイ

ンクルーシブ教育システムを構築し、障

がいのある児童生徒に連続性のある多様

な学びの場を提供 

教育委員会 

[総務課] 

[特別支援教育

課] 
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Ⅲ 地域を守り、のばす 

１ 中山間地域・離島の暮らしの確保 
（単位：千円） 

№ 区分 事業名 要求額 概要 部局名 

92 中山間地域総合対

策推進事業 

（小さな拠点づく

りの推進） 

138,506 公民館エリアを基本単位として住民の

合意形成を進めつつ、より広いエリアを

念頭に、買い物や交通など住民生活に必

要な機能の確保に取り組む「小さな拠点

づくり」を推進 

地域振興部 
[しまね暮らし

推進課]

93 新規 中山間地域総合対

策推進事業 

（「小さな拠点づ

くり」モデル地区

の推進） 

24,032 人口規模の小さい複数の公民館エリア

が連携して小さな拠点づくりに取り組む

地域をモデル地区に選定し、その取組を

重点的に支援（№92 一部再掲） 

地域振興部 
[しまね暮らし

推進課]

94 拡充 集落における営農

体制の確立 

47,500 県内の農業の担い手不在集落（約 1,100

集落）を解消するため、簡易な基盤整備や

機械の共同利用を契機とした、新たな集

落営農の組織化や、認定農業者など担い

手の育成を推進（No.4、7 一部再掲） 

農林水産部 
[農業経営課] 

95 中山間地域等直接

支払事業 

2,012,785 平地地域と中山間地域等の農用地との

生産条件の格差に対し、交付金を交付 

農林水産部 
[農業経営課] 

96 多面的機能支払事

業 

1,298,844  農地の維持、水路や農道の補修等の地

域資源の向上を図る共同活動を支援 

農林水産部 
[農村整備課]

97 野生鳥獣被害対策

事業 

237,599  鳥獣被害を防止するため、市町村・地域

協議会等が実施する鳥獣被害防止対策を

総合的に支援するとともに、地域ぐるみ

の鳥獣被害対策を推進 

農林水産部 
［森林整備課］
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Ⅲ 地域を守り、のばす 

２ 地域の強みを活かした圏域の発展 
（単位：千円） 

№ 区分 事業名 要求額 概要 部局名 

98 島根県立大学浜田

キャンパス新学部

設置事業 

44,923  現在の総合政策学部の地域系学部及び

国際系学部の改編に向け、国等との協議、

広報等を実施 

総務部 

［総務課］ 

99 しまねの自然公園

満喫プロジェクト

推進事業 

241,950 「国立公園満喫プロジェクト」のモデ

ル地区に選定されている大山隠岐国立公

園において、国や市町村と連携し、快適な

利用環境の整備や情報発信を実施 

環境生活部

[自然環境課]

100 隠岐ユネスコ世界

ジオパーク活用推

進事業 

67,646 隠岐ユネスコ世界ジオパークを活用し

た隠岐地域の観光振興・産業振興のため、

隠岐ユネスコ世界ジオパーク推進協議会

や地元町村等と連携して、ジオパークの

認知度向上や来島者を増やすための情報

発信、受入体制の整備を実施 

環境生活部

[自然環境課]

101 宍道湖・中海賢明

利用推進事業 

8,023 宍道湖・中海の湖沼環境の保全と賢明

利用を推進 

環境生活部

[環境政策課]

102 未来へ引き継ぐ石

見銀山保全事業 

120,712  世界遺産「石見銀山遺跡」を適切に管理

し、未来へ継承していくため、調査研究、

保存整備、情報発信を実施 

教育委員会

[文化財課]
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Ⅲ 地域を守り、のばす 

３ 地域の経済的自立の促進 
（単位：千円） 

№ 区分 事業名 要求額 概要 部局名 

103 島根県再生可能エ

ネルギー利活用総

合推進事業 

94,756 「再生可能エネルギー及び省エネルギ

ーの推進に関する基本計画」に沿って、市

町村、県民、事業者等と連携し、太陽光や

木質バイオマス、小水力などの再生可能

エネルギーの導入を推進  

地域振興部 
[地域政策課] 

104 拡充 中山間地域総合対

策推進事業 

（スモール・ビジ

ネスの推進） 

74,359 「小さな拠点づくり」の推進に加え、中

山間地域の豊かな自然環境や特徴ある資

源を活用した事業（スモール・ビジネス）

を推進し、雇用の確保と所得向上を促進 

地域振興部 
[しまね暮らし

推進課]

105 新規 産地創生事業 180,000 地域の資源や強みを活かし、一次加工、

直接販売、海外輸出、地産地消等マーケッ

トインの視点から生産・販売の拡大、担い

手の安定確保を図る産地を支援（No.1 再

掲） 

農林水産部 
[農林水産総務 

課]
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Ⅲ 地域を守り、のばす 

４ 地域振興を支えるインフラの整備 
（単位：千円） 

№ 区分 事業名 要求額 概要 部局名 

106 出雲縁結び空港の

利用促進 

15,000 各路線の利用促進に向けた旅行商品造

成支援、ＰＲ等を実施 

地域振興部 
[交通対策課]

107 拡充 出雲縁結び空港周

辺対策事業 

87,000 出雲縁結び空港の利便性向上を図るた

めの運用時間の延長等に向けた、空港周

辺住民との協議に必要な事前調査を実施 

地域振興部 
[交通対策課]

108 萩・石見空港路線

の維持・充実 

301,263 東京線２便運航の継続に向け、今後の

安定的な需要創出につながるよう、関係

先と連携しながら誘客促進対策を実施 

地域振興部 
[交通対策課] 

商工労働部 
[観光振興課] 

ほか

109 隠岐世界ジオパー

ク空港の利用促進 

19,000 各路線の利用促進に向けた旅行商品造

成支援、ＰＲ等を実施 

地域振興部 
[交通対策課]

110 国際チャーター便

支援事業 

51,400 外国からの観光誘客を図るため、県内

空港を利用する国際チャーター便を支援 

地域振興部 
[交通対策課] 

111 拡充 簡易・小規模なほ

場整備の促進 

35,000 水田園芸に取り組む意欲のある個人に

対し排水対策などの支援を行うととも

に、担い手不在集落において担い手を確

保するため、区画整理、暗渠排水等を実施

し耕作条件の改善を支援（No.9 一部再掲）

農林水産部 
[農産園芸課] 

[農地整備課]

112 新規 林内路網整備事業 65,000 利用期を迎えた森林の主伐を促進し、

製材・合板・燃料用の原木を増産するため

に、森林作業道及び作業ヤードの整備を

支援 

農林水産部 
[森林整備課] 

113 新規 貸オフィス・貸工

場整備支援事業 

制度創設要求 中山間地域等における企業立地を推進

するため、所有する遊休施設を貸オフィ

ス・貸工場として整備する市町村を支援

（№46 再掲） 

商工労働部 
[企業立地課]
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 要求額 概要 部局名 

114 新規 県・市町村共同工

業団地整備事業 

制度創設要求 中山間地域等の産業振興を図るため、

県と市町村が共同して工業団地を整備

（№47 再掲） 

商工労働部 
[企業立地課]

企業局 
[経営課] 

115 浜田港ポートセー

ルス推進事業 

27,813  県内唯一の国際貿易港である浜田港を

利用した貿易の拡大を図るため、官民一

体となってポートセールスを実施 

商工労働部 
[しまねブラン

ド推進課]

116 日本海側内航ＲＯ

ＲＯ船定期就航化

推進事業 

20,750 境港圏域の企業の経営安定及び新たな

事業展開を図るため、平成 31 年４月に開

設された敦賀港-博多港航路を活用して

航路の定期化を目指し、鳥取県と連携し

て試験運航等を実施 

土木部 
[港湾空港課]
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Ⅳ 島根を創る人をふやす 

１ 島根を愛する人づくり 
（単位：千円） 

№ 区分 事業名 要求額 概要 部局名 

117 島根県立大学浜田

キャンパス新学部

設置事業 

44,923  現在の総合政策学部の地域系学部及び

国際系学部の改編に向け、国等との協議、

広報等を実施（No.98 再掲） 

総務部 
［総務課］ 

118 公立大学法人島根

県立大学運営費交

付金 

2,101,574 県立大学の運営に必要な経常的経費や

修繕経費等のほか、地域貢献・教育重視型

大学を目指す取組の経費を交付 

総務部 
［総務課］ 

119 私立学校経営健全

性確保事業 

1,500,004  生徒数による配分や教育改革のほか、

県内就職の促進、県外からの生徒確保、外

国人生徒への対応など私立学校を取り巻

く課題への取組に対し、運営費助成によ

り重点的に支援 

総務部 
［総務課］ 

120 私立学校生徒確保

事業 

131,795  島根で学ぶ生徒を増やすため、私立学

校が行う生徒確保のための取組を支援 

総務部 
［総務課］ 

121 活動団体の自立促

進と活性化事業 

31,073 地域の課題解決に自主的、自発的に取

り組むＮＰＯ法人やその他団体の活動の

活性化を図るため、団体の人材育成、基盤

強化等を支援 

環境生活部 
[環境生活総務

課] 

122 地域と協働した学

校づくり事業 

193,353 教員が子どもに向き合える時間を確保

し、学校・家庭・地域が一体となって子ど

もたちを育む体制を強化するため、地域

の幅広い人材を活用 

・スクールサポートスタッフ配置事業 

・県立高校業務アシスタント配置事業 

・ 部活動地域指導者活用支援事業 

教育委員会 
[学校企画課]

123 拡充 学校と地域の協働

による人づくり推

進事業 

417,762 学校と地域が一体となって子どもたち

を育むための、協働体制の構築と運営及

び地域資源を活用した取組を支援 

教育委員会 
[教育指導課]
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 要求額 概要 部局名 

124 拡充 未来の創り手育成

事業 

82,043 地域社会へ貢献できる子どもたちを育

成するため、学校図書館やＩＣＴ機器を

活用しながら他者と協働して自分の考え

を深める協調学習を推進  

教育委員会 
[教育指導課]

125 新規 地域での「島根を

創る人づくり」推

進事業 

20,222 市町村の社会教育のあり方についての

指針等に基づき、公民館の機能強化をは

じめとした社会教育・人づくり推進のた

めの取組を支援 

教育委員会 
[社会教育課]

126 拡充 社会教育主事（士）

確保・養成事業 

6,400  社会教育主事資格取得者の計画的養成

及び県内における人づくり・地域づくり

を推進していく人材（社会教育士）の育成

により、社会教育を振興する人的基盤を

整備 

教育委員会 
[社会教育課]

127 結集！しまねの子

育て協働プロジェ

クト事業 

72,736  市町村が実施する学校支援、放課後支

援、家庭教育支援、外部人材を活用した教

育支援、地域未来塾の経費を助成 

教育委員会 
[社会教育課] 
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Ⅳ 島根を創る人をふやす 

２ 新しい人の流れづくり 
（単位：千円） 

№ 区分 事業名 要求額 概要 部局名 

128 新規 県内就職に向けた

県内大学等との連

携事業 

25,426  県内大学と企業、県等がコンソーシア

ムを設立し、学生が地元企業を知る機会

の創出やインターンシップの充実など、

県内学生の県内就職に向けた取組を支援 

政策企画局
[政策企画監室]

商工労働部 
[雇用政策課] 

129 しまねの魅力広報

事業 

31,747  島根の自然の豊かさや古き良き文化・

歴史などのしまねの「魅力」や島根らし

さ、島根での暮らし方が、多くの人びとを

惹きつけ、島根に関心を持っていただけ

るよう、国内外に向けた情報発信を強化 

広報部 
[広報室] 

130 拡充 ふるさと島根定住

推進事業 

556,566 ふるさと島根定住財団を中心に、市町

村や関係団体と連携し、ＵとＩ、地域別、

年代別、性別など属性に応じたＵターン・

Ｉターン施策を推進 

地域振興部 
[しまね暮らし

推進課]

131 わくわく島根生活

実現支援事業 

113,016 首都圏からのＵＩターンを促進するた

め、移住希望者の移住に要する経費助成

や就業支援を実施 

地域振興部 
[しまね暮らし

推進課]

132 若年者雇用対策事

業 

255,949 若年者の県内企業への就職及び職業的

自立を促進（№60 再掲） 

商工労働部 
［雇用政策課］

133 しまね定住推進住

宅整備支援事業 

169,100 中山間地域・離島で定住を推進するた

めの住宅等を新築や空き家の改修により

整備する市町村に対し経費の一部を助成 

土木部 
[建築住宅課]
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Ⅳ 島根を創る人をふやす 

３ 女性活躍の推進 
（単位：千円） 

№ 区分 事業名 要求額 概要 部局名 

134 拡充 しまね女性活躍推

進事業 

55,080 女性一人ひとりが、本人の希望に応じ、

個性や能力を十分に発揮しながら活躍で

きる環境を整備 

環境生活部 

[環境生活総務

課] 

135 新規 しまね産前・産後

安心サポート事業 

38,400  市町村における産前・産後の一時的な

育児・家事援助や産後の専門的なケアの

充実を支援（№66 再掲） 

健康福祉部 
[健康推進課]

136 子育て世代包括支

援センター開設促

進事業 

4,245  市町村が子育て世代包括支援センター

の開設準備を行う場合、市町村負担の 1/2

を支援（№68 再掲） 

健康福祉部 
[健康推進課]

137 しまね結婚・子育

て市町村交付金事

業 

150,000  出生数を増やすために市町村が取り組

む「結婚支援」「妊娠・出産支援」「子育て

支援」等の経費の一部を助成（№70再掲）

健康福祉部 
[子ども・子育

て支援課] 

138 拡充 待機児童ゼロ化事

業 

16,574  年度途中の入所希望に対応するため、

保育定員を増やして受入体制を拡充する

私立保育所等を支援（№71 再掲） 

健康福祉部 
[子ども・子育

て支援課］ 

139 拡充 放課後児童クラブ

支援事業 

669,864  放課後児童クラブの充実を図るため、

利用時間延長や待機児童解消等に向けた

支援の拡充を図り、子育てしやすい環境

整備をより一層推進（№73 再掲） 

健康福祉部 
[子ども・子育

て支援課］

140 拡充 みんなで子育て応

援事業 

32,672  こっころパスポートの普及や協賛店の

登録促進など、家庭、地域、団体、企業等

が一体となり、県全体で子育てを支援（№

74 再掲） 

健康福祉部 

[子ども・子育

て支援課]

141 拡充 仕事と子育ての両

立支援事業 

5,625  子育てに積極的に関わる男性「イクメ

ン」の養成など、仕事と子育てを両立でき

る社会を目指した取組を推進（№75 再掲）

健康福祉部 
[子ども・子育

て支援課] 
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 要求額 概要 部局名 

142 第１子・第２子に

係る保育料軽減事

業 

287,100  子育て世帯における３歳未満の第１

子・第２子に係る保育料を軽減する市町

村を支援（№77再掲） 

健康福祉部 
[子ども・子育

て支援課］ 

143 第３子以降保育料

軽減事業 

133,792  子育て世帯における３歳未満の第３子

以降の児童に係る保育料を軽減する市町

村を支援（№78再掲） 

健康福祉部 
[子ども・子育

て支援課］

144 病児保育促進事業 13,000  病児・病後児保育の開設を促進するた

め、開設経費の一部を国制度と連携して

助成（№79 再掲） 

健康福祉部 
[子ども・子育

て支援課］ 

145 新規 働く男性のための

介護のミニ講座 

300 家庭における男性の介護への参加促進

や介護に携わる社員が働き続けやすい職

場づくりを推進するため働く男性のため

の介護のミニ講座を実施 

健康福祉部 
[高齢者福祉課]

146 新規 子育てしやすい職

場づくり促進事業 

36,172 子育てしやすい柔軟な働き方ができる

環境を整えるため、中小・小規模事業者等

に奨励金を支給し、「休み方」と「働き方」

の改善を促進（№57 再掲） 

商工労働部 
[雇用政策課] 

147 中小・小規模事業

者等出産後職場復

帰促進事業 

151,781 出産や育児による離職を減らし、従業

員が出産後も働き続けることを事業者に

促すため、中小・小規模事業者等に奨励金

を支給（№58 再掲） 

商工労働部 
[雇用政策課] 

148 拡充 女性就労ワンスト

ップ支援体制整備

事業 

29,147 ワンストップの就職相談窓口を設置

し、県内企業等で就労をめざす女性を支

援（№59再掲） 

商工労働部 
[雇用政策課] 

149 拡充 しまねの建設担い

手確保・育成事業 

13,974 建設産業への女性の就職促進や定着の

取組を支援するとともに、女性活躍に係

る支援策の利用拡大のため、女性活躍推

進員を設置（№65 一部再掲） 

土木部 
[土木総務課] 
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Ⅴ 健やかな暮らしを支える 

１ 保健・医療・介護の充実 
（単位：千円） 

№ 区分 事業名 要求額 概要 部局名 

150 医療介護総合確保

促進事業（医療分）

（国基金事業） 

1,764,518  医療介護総合確保促進基金を活用し、

医療従事者の確保対策等の取組を推進 

健康福祉部 
[医療政策課] 

[健康推進課] 

[高齢者福祉課]

[薬事衛生課] 

151 地域医療を支える

医師確保養成対策

事業 

（一部国基金事業）

878,344  中山間地域・離島及び産科、小児科等の

特定診療科における深刻な医師不足に対

応するため、医師確保養成対策を実施（№

150 一部再掲） 

健康福祉部 
[医療政策課] 

152 看護職員等確保対

策事業 

（一部国基金事業）

859,085  必要な医療提供体制を確保するため、

看護職員の確保対策を実施（№150 一部再

掲） 

健康福祉部 
[医療政策課] 

153 新規 しまね健康寿命延

伸プロジェクト事

業 

10,211  健康寿命のさらなる延伸を図るため、

県民自らが健康づくりに取り組めるよう

な環境整備を推進 

健康福祉部 
[健康推進課] 

154 しまねがん対策強

化事業 

（一部国基金事業）

71,997  質の高い医療の実現、がんの予防及び

早期発見の推進を図るため、総合的なが

ん対策を実施（№150一部再掲） 

健康福祉部 
[健康推進課]

155 地域包括ケア推進

事業 

7,200  医療、介護、予防等のサービスを切れ目

なく提供する「地域包括ケアシステム」の

構築に向け、県内各圏域において、在宅医

療と介護の連携等に向けた市町村の取組

を支援 

健康福祉部 
[高齢者福祉課]

156 医療介護総合確保

促進事業（介護分）

（国基金事業） 

978,218  医療介護総合確保促進基金を活用し、

介護施設の整備や介護人材の確保に向け

た取組を支援 

健康福祉部 
[高齢者福祉課]
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 要求額 概要 部局名 

157 介護人材確保・定

着事業 

（一部国基金事業）

162,726  高齢化の進展や介護人材の不足に対応

するため、将来を見据えた計画的な福祉・

介護人材確保を図るための対策を実施 

（№145 一部再掲） 

健康福祉部 
[地域福祉課] 

[高齢者福祉課]

158 療養病床再編推進

事業 

23,500 医療機関が医療療養病床を介護施設等

へ転換する場合の整備費の一部を助成 

健康福祉部
[高齢者福祉課]

159 老人福祉施設整備

事業 

439,470  介護老人福祉施設等の改築整備、多少

室からユニット型、個室型への改修を支

援 

健康福祉部
[高齢者福祉課]

160 風しん抗体検査緊

急対策事業 

4,471  先天性風しん症候群の予防を目的と

し、無料抗体検査を実施 

健康福祉部
[薬事衛生課]
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Ⅴ 健やかな暮らしを支える 

２ 地域共生社会の実現 
（単位：千円） 

№ 区分 事業名 要求額 概要 部局名 

161 高齢者大学校運営

事業 

4,076  意欲のある高齢者が生きがいを持って

地域の支え手として活躍できるように、

高齢者の学びの場の充実を図るととも

に、高齢者と地域活動を繋ぐ取組を支援 

健康福祉部 
[高齢者福祉課]

162 子どもと家庭の相

談事業 

37,367  児童及び児童のいる家庭が身近なとこ

ろで相談できる体制を整備 

健康福祉部 
[青少年家庭課]

163 ひとり親家庭自立

支援事業 

13,969  ひとり親家庭等の自立を促進するた

め、子育て・生活への支援や、就業・経済

的な支援等を実施 

健康福祉部 
[青少年家庭課]

164 県立わかたけ学園

整備事業 

483,411  施設の老朽化への対応及び教育環境を

整備するため、施設の改築等を実施 

健康福祉部 
[青少年家庭課]

165 中央児童相談所一

時保護所環境改善

事業 

176,779  子どもの特性や年齢、性別等に配慮し

た処遇環境を整備するため、施設の増改

築を実施 

健康福祉部 
[青少年家庭課]

166 児童福祉施設等環

境改善事業 

10,000  虐待を受けた子どもを、より家庭的な

環境で養育できるよう、児童福祉施設や

里親宅の改修や備品購入等を支援 

健康福祉部 
[青少年家庭課]

167 拡充 発達障がい者支援

体制整備事業 

78,943  ライフステージに応じた発達障がい者

の支援を行うため、発達障害者支援セン

ターを中心として対策を実施（№84 再掲）

健康福祉部 
[障がい福祉課]

168 障がい者就労支援

事業 

156,382  障がい者の就労を通じた自立支援のた

め、支援拠点を中心に支援ネットワーク

を構築して就労移行の促進を図るととも

に、就労支援事業所の工賃向上に向けた

支援を推進  

健康福祉部 
[障がい福祉課]
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 要求額 概要 部局名 

169 障がいを理由とす

る差別解消推進事

業 

18,695  障がいを理由とする差別の解消に向け

た取組を推進 

健康福祉部 
[障がい福祉課]

170 在宅心身障がい児

援護事業 

68,893  重症心身障がい児（者）等の在宅生活を

支援するための対策を実施（№85再掲） 

健康福祉部 
[障がい福祉課]

171 子どもの心の診療

ネットワーク事業 

18,778  様々な子どもの心の問題や発達障がい

等に対応するため、拠点病院・協力病院を

中核とし、各圏域における関係機関の連

携体制を構築（№86 再掲） 

健康福祉部 
[障がい福祉課]

172 障がい者施設等整

備事業 

180,760  障がい者の自立した生活のため、住ま

いの場としてのグループホーム整備や日

中活動の場としての通所事業所整備を支

援 

健康福祉部 
[障がい福祉課]
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Ⅵ 心豊かな社会をつくる 

１ 教育の充実 
（単位：千円） 

№ 区分 事業名 要求額 概要 部局名 

173 新規 高等教育の負担軽

減 

196,577  県立大学及び県内私立専修学校で修学

する低所得世帯の生徒等に対する、入学

料及び授業料の免除による支援 

総務部 
［総務課］ 

174 公立大学法人島根

県立大学運営費交

付金 

2,101,574 県立大学の運営に必要な経常的経費や

修繕経費等のほか、地域貢献・教育重視型

大学を目指す取組の経費を交付（№118 再

掲） 

総務部 
［総務課］ 

175 私立学校経営健全

性確保事業 

1,500,004  生徒数による配分や教育改革のほか、

県内就職の促進、県外からの生徒確保、外

国人生徒への対応など私立学校を取り巻

く課題への取組に対し、運営費助成によ

り重点的に支援（№119 再掲） 

総務部 
［総務課］ 

176 高等学校等就学支

援事業 

2,707,588 高等学校に在籍する生徒等に就学支援

金等を交付し家庭の教育費を支援 

総務部 
[総務課] 

教育委員会 
[学校企画課] 

177 拡充 困難を有する子ど

も・若者支援事業 

23,055  ひきこもりなど社会生活を営む上で困

難を有する子どもや若者の自立につなが

る市町村の取組を支援 

健康福祉部 
[青少年家庭課]

178 幼児教育総合推進

事業 

44,528  幼児教育に係る教育事務所の体制を強

化し、幼稚園教諭・保育士及び市町村担当

者等の研修支援等を充実することで、全

県的に幼児教育の質を向上（№83再掲） 

教育委員会 
[教育指導課]

健康福祉部 
[子ども・子育

て支援課]

179 悩みの相談・不登

校対策事業 

265,212 いじめ、不登校等の課題に対し、未然防

止や早期発見・対応を強化 

教育委員会
[教育指導課]

総務部 
[総務課] 

180 高等学校校舎等整

備事業 

248,502  屋内運動場等の照明器具の落下防止対

策を実施 

教育委員会 
［教育施設課］ 
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 要求額 概要 部局名 

181 地域と協働した学

校づくり事業 

193,353 教員が子どもに向き合える時間を確保

し、学校・家庭・地域が一体となって子ど

もたちを育む体制を強化するため、地域

の幅広い人材を活用（№122 再掲） 

・スクールサポートスタッフ配置事業 

・県立高校業務アシスタント配置事業 

・部活動地域指導者活用支援事業 

教育委員会 
[学校企画課]

182 特色ある学校づく

りを支援する 30

人学級編制 

（島根スクールサ

ポート事業） 

（30 人学級編制）

372,685 小学校１年生及び２年生の１学級の児

童数が 31人以上の学校について、学校の

実態等を踏まえ、30 人学級編制又はスク

ールサポート事業（非常勤講師の配置）を

実施（№88 再掲） 

教育委員会 
[学校企画課] 

183 小中学校を通じた

少人数教育推進事

業 

(35 人学級編制に

よるきめ細かな指

導環境の整備） 

766,800 小学校３～６年生、中学校１～３年生

の 36 人以上の学級について、35人学級編

制を実施（№89再掲） 

教育委員会 
[学校企画課]

184 不登校及び問題行

動未然防止のため

の非常勤講師配置

事業 

（中学校クラスサ

ポート事業） 

75,286 環境が大きく変化する中学校１年生を

対象に、生活面・学習面からきめ細かい支

援を行うため、必要性の高い大規模校に

非常勤講師を配置 

教育委員会 
[学校企画課]

185 特別な支援のため

の非常勤講師配置

事業 

（にこにこサポー

ト事業） 

347,640 小学校の通常の学級に在籍する、ＬＤ

（学習障がい）、ＡＤＨＤ（注意欠陥多動

性障がい）、高機能自閉症等発達障がいの

ある児童に対して、その一人一人の教育

的ニーズを把握し、当該児童の持てる力

を高め生活面や学習上の困難を克服する

ため非常勤講師を配置 

 小・中学校の特別支援学級のうち、多人

数の学級に対して非常勤講師を配置 

教育委員会 
[学校企画課]
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 要求額 概要 部局名 

186 自学室等で個別指

導の充実に係る非

常勤講師配置事業 

（学びいきいきサ

ポート事業） 

75,286 不登校等の個別の支援を必要とする生

徒への対応として、自学教室等を設置し

て個別に指導を行う必要のある中学校の

うち、特に必要がある学校に非常勤講師

を配置 

教育委員会 
[学校企画課]

187 拡充 帰国・外国人児童

生徒等教育の推進

支援事業 

145,002 日本語指導が必要な児童生徒等への支

援 

・ 帰国・外国人児童生徒に対し支援体

制を整備する市町村を支援 

・ 就学・進学状況に関する調査の実施 

教育委員会 
[学校企画課]

[教育指導課]

188 県立高校主幹教諭

の拡充（県立高校

への教員県単加

配） 

67,644 学校全体での授業改善の取組や、新たな

課題に対応するため、教科・分掌の垣根を

越えてリードできる管理職的職階である主

幹教諭を配置

教育委員会 
[学校企画課]

[教育指導課] 

189 拡充 学校と地域の協働

による人づくり推

進事業 

417,762 学校と地域が一体となって子どもたち

を育むための、協働体制の構築と運営及

び地域資源を活用した取組を支援（№123

再掲） 

教育委員会 
[教育指導課]

190 拡充 未来の創り手育成

事業 

82,043 地域社会へ貢献できる子どもたちを育

成するため、学校図書館やＩＣＴ機器を

活用しながら他者と協働して自分の考え

を深める協調学習を推進（№124 再掲） 

教育委員会 
[教育指導課]

191 学力育成推進事業 126,205 児童生徒の基礎的な知識・技能の定着

や活用力の伸長を図るため、市町村と連

携し、学力の実態把握や授業の質の向上

など、学力育成の取組を推進 

教育委員会 
[教育指導課]

192 子ども読書活動推

進事業 

162,553 学校図書館の充実と活性化を図るとと

もに、図書館を活用した教育を推進する

ため、小中学校の学校司書配置の充実に

取り組む市町村を交付金で支援（№90 再

掲） 

教育委員会 
[教育指導課]
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 要求額 概要 部局名 

193 拡充 インクルーシブ教

育システム構築事

業 

60,056 障がいのある子どもと障がいのない子

どもが同じ場で共に学ぶ仕組みであるイ

ンクルーシブ教育システムを構築し、障

がいのある児童生徒に連続性のある多様

な学びの場を提供（№91 再掲）  

教育委員会 
[総務課] 

[特別支援教育

課] 

194 障がい者就業支援

事業 

117,643  特別支援学校高等部卒業生などの障が

いのある者を特別支援学校等の会計年度

任用職員として雇用し、職業能力や職業

意識の向上を図り数年以内の就労を支援 

教育委員会 
[総務課] 

[特別支援教育

課]

195 特別支援学校職業

教育・就業支援事

業 

13,970 特別支援学校に進路指導代替講師を配

置し、在校生の職場体験受け入れ先の開

拓、卒業生のアフターケアなど、希望や適

性に応じた進路先の確保やその定着を推

進 

教育委員会 
[特別支援教育

課] 

196 拡充 社会教育主事（士）

確保・養成事業 

6,400  社会教育主事資格取得者の計画的養成

及び県内における人づくり・地域づくり

を推進していく人材（社会教育士）の育成

により、社会教育を振興する人的基盤を

整備（№126 再掲） 

教育委員会 
[社会教育課]

31



Ⅵ 心豊かな社会をつくる 

２ スポーツ・文化芸術の振興 
（単位：千円） 

№ 区分 事業名 要求額 概要 部局名 

197 新規 県立美術館整備事

業 

47,544 県立美術館のロビー天井の耐震改修及

び空調・照明等設備の更新等を実施 

環境生活部 
[文化国際課] 

198 新規 芸術文化センター

整備事業 

112,256 芸術文化センターのホール天井の耐震

改修、空調・照明等設備の更新等を実施す

るとともに施設内に収蔵庫を増設 

環境生活部 
[文化国際課] 

199 文化芸術振興支援

事業 

33,068 文化芸術の振興を図るため、県民参加

機会の提供、将来の担い手の育成等の取

組を推進 

環境生活部 
[文化国際課] 

200 オリンピック・パ

ラリンピック競技

大会レガシー（遺

産）創出事業 

86,584 東京 2020 オリンピック・パラリンピッ

ク競技大会を契機として、県内のレガシ

ー（遺産）を創出する取組の支援等を実施

環境生活部 
[スポーツ振興

課]

201 国民スポーツ大会

開催準備事業 

48,120 令和11年の開催が内々定している国民

スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会

の開催に向けて、開催基本方針の策定や

競技団体の組織強化等を実施 

環境生活部 
[スポーツ振興

課]

202 競技スポーツ普及

強化推進事業 

161,606 国民体育大会等の全国レベルで活躍す

る選手を育成するため、各種競技力向上

の取組を実施 

環境生活部 
[スポーツ振興

課]
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Ⅵ 心豊かな社会をつくる 

３ 人権の尊重と相互理解の促進 
（単位：千円） 

№ 区分 事業名 要求額 概要 部局名 

203 拡充 外国人の受け入

れ・共生事業 

229,994 外国人住民が安心して暮らすことがで

きる生活環境づくり、外国人住民と地域

住民が共に支え合う地域づくり等を推進 

環境生活部 
[文化国際課]

商工労働部 
[雇用政策課] 

教育委員会 
[学校企画課] 

[教育指導課]

   ほか 

204 女性保護事業 83,985  日常生活に様々な問題を抱える女性へ

の相談活動やＤＶ（配偶者等からの暴力）

被害者等を一時保護し、問題解決に向け

て支援 

健康福祉部 
[青少年家庭課]
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Ⅵ 心豊かな社会をつくる 

４ 自然、文化・歴史の保全と活用 
（単位：千円） 

№ 区分 事業名 要求額 概要 部局名 

205 三瓶小豆原埋没林

保存・活用事業 

38,000 保存検討委員会の検討結果に基づき、

埋没林の保存対策工事を実施 

環境生活部 
[自然環境課]

206 しまねの自然公園

満喫プロジェクト

推進事業 

241,950 「国立公園満喫プロジェクト」のモデ

ル地区に選定されている大山隠岐国立公

園において、国や市町村と連携し、快適な

利用環境の整備や情報発信を実施（№99

再掲） 

環境生活部 
[自然環境課]

207 隠岐ユネスコ世界

ジオパーク活用推

進事業 

67,646 隠岐ユネスコ世界ジオパークを活用し

た隠岐地域の観光振興・産業振興のため、

隠岐ユネスコ世界ジオパーク推進協議会

や地元町村等と連携して、ジオパークの

認知度向上や来島者を増やすための情報

発信、受入体制の整備を実施（№100 再掲）

環境生活部 
[自然環境課]

208 宍道湖・中海賢明

利用推進事業 

8,023 宍道湖・中海の湖沼環境の保全と賢明

利用を推進（№101 再掲） 

環境生活部 
[環境政策課]

209 島根の歴史文化活

用推進事業 

65,687 島根の歴史文化を活用して地域の魅力

を発信し、県民の郷土に対する関心や愛

着を深め、対外的なイメージの醸成、交流

人口の増加等を促進 

教育委員会 
[文化財課] 

210 未来へ引き継ぐ石

見銀山保全事業 

120,712 世界遺産「石見銀山遺跡」を適切に管理

し、未来へ継承していくため、調査研究、

保存整備、情報発信を実施（№102 再掲）

教育委員会 
[文化財課]
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Ⅶ 暮らしの基盤を支える 

１ 生活基盤の確保 
（単位：千円） 

№ 区分 事業名 要求額 概要 部局名 

211 竹島領土権確立対

策事業 

32,046 「竹島の日を定める条例」の趣旨を踏

まえ、問題解決に向けた国民世論の喚起

を促す取組を実施 

総務部 
[総務課] 

212 特定有人国境離島

地域社会維持推進

交付金事業 

342,631 隠岐地域の住民等が継続的に居住でき

るよう、利用する航路及び航空路の運賃

引き下げを支援 

地域振興部 
[交通対策課] 

213 生活交通ネットワ

ーク総合支援事業 

434,247 幹線交通から集落間交通まで、バス事

業者・市町村・ＮＰＯ等による地域生活交

通を確保する取組を総合的に支援 

地域振興部 
[交通対策課] 

214 一畑電車運行維持

事業 

247,745 沿線住民の日常生活に必要不可欠な一

畑電車の運行を維持するため、インフラ

所有権を移転しない「上下分離方式」によ

り、線路・電路・車両の維持、修繕、更新

経費を松江市、出雲市と共同で支援 

地域振興部 
[交通対策課] 

215 隠岐航路運航維持

事業 

101,568 隠岐島民の生活を支え、観光振興に不

可欠な隠岐の海上交通確保を図るため、

船舶の導入や運航に要した経費の一部を

助成 

地域振興部 
[交通対策課] 

216 市町村下水道整備

支援事業（生活排

水処理普及促進交

付金） 

154,001 生活排水処理施設の普及を促進するた

め、市町村が設置する集合処理施設や合

併処理浄化槽の整備に係る経費の一部を

助成 

土木部 
[下水道推進課]
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Ⅶ 暮らしの基盤を支える 

２ 生活環境の保全 
（単位：千円） 

№ 区分 事業名 要求額 概要 部局名 

217 島根県再生可能エ

ネルギー利活用総

合推進事業 

94,756 「再生可能エネルギー及び省エネルギ

ーの推進に関する基本計画」に沿って、市

町村、県民、事業者等と連携し、太陽光や

木質バイオマス、小水力などの再生可能

エネルギーの導入を推進（№103 再掲） 

地域振興部 
[地域政策課] 

218 宍道湖・中海水質

保全事業 

48,897  宍道湖・中海の効果的な水質保全対策

を検討するための調査・研究等を実施 

環境生活部 
[環境政策課] 

219 しまね流エコライ

フ推進事業 

142,543 島根らしい環境にやさしいライフスタ

イルを実現するための施策を総合的に推

進 

環境生活部 
[環境政策課] 

220 産業廃棄物減量促

進事業 

261,634  産業廃棄物減量税を活用し、産業廃棄

物の発生抑制・再生利用等による減量化

等の取組を促進（№219 一部再掲） 

環境生活部 
[環境政策課] 

[廃棄物対策課]

商工労働部 
[産業振興課]

221 拡充 しまね長寿・子育

て安心住宅リフォ

ーム助成事業 

173,000 既存一戸建て住宅のバリアフリー改修

工事及び子育てリフォーム改修工事に要

する経費の一部を助成 

子育て世代を含む三世代同居世帯・子

育て近居世帯、空き家バンク登録住宅の

購入及び改修、一室耐震補強を実施の場

合は助成上限額を加算（№87 再掲） 

土木部 
[建築住宅課]
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Ⅷ 安全安心な暮らしを守る 

１ 防災対策の推進 
（単位：千円） 

№ 区分 事業名 要求額 概要 部局名 

222 消防職員・消防団

員活動強化事業 

71,522 消防活動の充実強化や地域防災力の向

上を図るため、消防職員や消防団員の教

育訓練、消防操法大会等を実施 

防災部 
[消防総務課] 

223 震災・風水害等災

害対策事業 

62,725 地域防災計画等の実効性を高めるた

め、市町村や地域住民と一体的に災害に

備えた対策を実施 

防災部 
[防災危機管理

課] 

224 原子力防災・安全

対策事業 

1,586,779 万一の原子力災害の発生に備え、原子

力防災資機材の整備、環境放射線等監視、

住民避難体制等を充実 

防災部 
[原子力安全対

策課] 

225 新型インフルエン

ザ対策事業 

214,585  新型インフルエンザ等の感染症発生時

に適切に対処するための体制整備 

健康福祉部 
[薬事衛生課]

226 風雪害等による農

業施設等復旧対策

事業 

300,000  風雪害等に備え、農業施設等の復旧費

に対する助成枠を計上 

農林水産部 
［農産園芸課］ 

227 建築物等地震対策

促進事業 

9,448 国の新耐震基準導入（昭和 56 年）以前

に建築された木造住宅の耐震化を促進す

るため、補強計画策定や改修等の経費を

助成 

土木部 
[建築住宅課]

228 要安全確認計画記

載建築物に対する

耐震診断費助成事

業 

9,045 地震災害時に人命救助活動等に必要な

物資、要員等の広域的な緊急輸送を行う

道路を閉塞されるおそれがある建築物の

耐震診断に要する経費の一部を助成 

土木部 
[建築住宅課]

229 ブロック塀等の安

全確保事業 

6,742  地震発生時におけるブロック塀等の倒

壊又は転倒による災害を防止するため、

危険度の高いブロック塀等の撤去等に要

する経費の一部を助成 

 また、耐震改修促進法における通行障

害建築物（ブロック塀等）の指定に向けた

現状調査を実施 

土木部 
[建築住宅課]
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 要求額 概要 部局名 

230 老朽危険空き家除

却支援事業 

9,000 老朽危険空き家の除却を促進するた

め、除却費用の一部を助成 

土木部 
[建築住宅課]
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Ⅷ 安全安心な暮らしを守る 

２ 安全な日常生活の確保 
（単位：千円） 

№ 区分 事業名 要求額 概要 部局名 

231 消費者行政推進・

強化事業 

25,765  消費者被害の防止等に向けた取組及び

消費者相談体制の強化 

環境生活部 
[環境生活総務

課] 

232 動物管理等対策事

業 

35,531  動物愛護思想の普及啓発や保健所に収

容された動物の譲渡等を実施 

健康福祉部 
[薬事衛生課]

233 新規 東京オリンピック

聖火リレー安全対

策事業 

3,216  県内を走破する、東京オリンピック聖

火リレーの聖火ランナーの安全対策を実

施 

警察本部 

234 新規 職員用住宅確保事

業 

72,167  民間整備により職員用住宅を確保する

ため、建設用地を整備 

警察本部 

235 機動隊移転改築事

業 

140,674  治安警備、災害警備などにあたる機動

隊の活動を充実・強化するため、老朽化、

狭あい化した機動隊庁舎を移転改築 

警察本部 

236 交通安全教育事業 24,694 交通事故防止のため、県内全域で、歩行

シミュレータ等の交通安全教育機器を活

用した参加・体験型の交通安全教育活動

を実施 

警察本部 
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