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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 予算額 概要 部局名 

１ 新規就農者確保推

進事業 

108,527 本県農業の持続的発展に向け、自営就

農希望者の確保を推進 

 ①Ｕターン・Ｉターン希望者に対し、県

と市町村で協力して就農条件と生活

環境をパッケージで提案 

 ②農林大学校を中心とした農業高校と

の縦の連携、農業高校間の横の連携

を強化し、意欲ある農業高校生が自

営就農を目指して農林大学校へ進学

する環境を整備 

③自営就農支援コーディネーターを設

置し、中核的経営体と連携した雇用

就農から自営就農へ移行する就農希

望者の確保を加速 

④農業経営者として必要な知識や技術

について、農林大学校のカリキュラ

ムと一体化した研修を実施 

⑤農林大学校によるリモート授業と地

域の受入経営体による実習を組み合

わせた研修を実施し、水田園芸、有機

農業による就農希望者の確保を加速 

 【新規】

農林水産部 
[農業経営課] 

２ 新規就農者定着促

進事業 

310,640 本県農業の持続的発展に向け、自営就

農希望者の定着を促進 

 ①50 歳未満で就農する者に対して、就

農意欲の喚起と就農後の定着を図る

ための資金を交付（国制度） 

  ・就農前研修 

最大 150 万円／年、最長２年 

  ・自営就農後 

最大 150 万円／年、最長５年 

 ②50 歳以上で就農する者に対して、就

農意欲の喚起と就農後の定着を図る

ための資金を交付（県制度） 

  ・就農前研修 

最大 144 万円／年、最長１年  

  ・自営就農後 

最大 72 万円／年、最長２年 

農林水産部 
[農業経営課]
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

３ 農林大学校再編拡

充事業 

42,167 農業・林業における担い手を確保・育 

成するため、農林大学校の教育研修機能

強化を推進 

①教育内容の充実のための外部講師の

拡充 

②学生増、施設機能向上に対応した管

理運営費 等 

農林水産部 
[農業経営課] 

[林業課]

４ 農業経営発展支援

事業 

364,422

［うち補正］

 30,000

 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・育成

対策を強化 

①中核的経営体の確保・育成 

中核的経営体を目指す認定農業者

等の規模拡大、経営の改善・発展及び

誘致経営体の経営開始に必要な機械

整備等を支援 

［助成対象者］ 

集落営農法人、認定農業者、認定

新規就農者 等 

［助成率］ 

・国事業活用の場合   1/4 

   ・国事業活用しない場合 1/3 

②リース方式等による設備投資の軽減 

中核的経営体の設備投資を軽減す

るため、ハウスや牛舎等のリース料

及び取得経費の一部を助成 

  ［助成率］ 

・国事業活用の場合 1/4 

・国事業活用しない場合 

県 1/3・市町村 1/3 

農林水産部 
[農業経営課]

[産地支援課] 
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

５ 集落営農体制強化

推進事業 

25,779 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 

①個別集落営農法人活動支援 

集落営農法人設立・運営に必要な

活動を支援 

  ［助成率］1/2 

②広域連携組織活動支援 

広域連携組織が経営の効率化、収

益向上のために行う活動を支援 

  ［助成率］1/2 

 ③推進活動支援 

農業再生協議会等が実施する集落

営農の法人化・広域連携等の推進活

動を支援 

農林水産部 
[農業経営課]

６ 地域をけん引する

経営体確保対策事

業 

30,747 高い生産技術や独自の販路を持ち、地

域の農業者とともに産地づくりを進める

意欲のある「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 

 ①誘致パッケージの作成 

県の概要、農地、支援策等をまとめ

た誘致ガイドを作成 

 ②誘致活動の推進 

・企業の発掘・マッチングの強化を 

図るためのコンサルタント企業へ 

の委託 

・誘致候補となる経営体が行う現地 

調査を支援 

 ③経営開始支援       【新規】

・経営開始期初期費用である登記・ 

雇用・賃貸費用を支援 

［助成率］登記・雇用 定額 

賃貸 1/2 

・耕作放棄地を解消し、水田園芸又 

は有機農業を開始する場合の整備 

費を支援 

・自社の技術や販路を活かした島根 

県の生産環境や流通環境に沿った 

経営確立に必要なソフト経費を支 

援 

［助成率］1/2 

農林水産部 
[農業経営課]

-3-



（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

７ 農地利用集積促進

事業 

341,894 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 

 ①農地の「出し手」への支援 

   機構集積協力金を交付 

 ②農地の「受け手」への支援 

・農地をまとめて借り入れる中山間

地域の認定農業者等に対し、交付

金を交付 

   ［交付単価］２万円／10a 

・担い手不在集落に出向き、農地維

持や農業生産を支援する取組を行

う中山間地域の担い手に対して、

交付金を交付 

   ［交付単価］1.5 万円／10a 

 ③農地中間管理機構運営費 

     農地中間管理機構を運営する（公

財）しまね農業振興公社に対し運営

費を支援 

農林水産部 
[農業経営課] 
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

８ 産地創生事業 168,534 地域の資源や強みを活かした、特色あ

る産地を育成するため、生産・販売の拡大

や、新たな担い手が安定的に加わるよう

マーケットインを意識した産地構想の策

定や６次産業化、スマート農業、労働力確

保、輸出等の取組を集中的に支援 

①産地構想作成・ブラッシュアップ支

援事業 

［事業実施主体］ 

産地協議会又はその構成員 

［助成対象経費］ 

市場調査、専門家招へい等に要

する経費 

［助成額］定額 50万円 

②産地構想実行支援事業 

［事業実施主体］ 

産地協議会又はその構成員 

［助成対象経費］ 

商品開発、施設整備等に要する

経費 

  ［助成金額算定対象］ 

    総事業費のうちの産地の負担と

なる額 

（総事業費） 

産地構想の実行に要する経費

の合計 

・国庫補助事業費 

・他の県補助事業の対象とな

らない事業費（県補助事業

は対象外） 

［助成率］ 

補助対象経費の1/2を基本とし、

市町村が連携加算補助を行う場

合、県も同額を追加補助すること

で最大で産地の負担を総事業費の

25％まで圧縮可能 

［助成上限額］ 

5,000 万円／３年度／産地協議

会 

農林水産部 
[産地支援課]
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

９ 水田園芸拠点づく

り事業 

269,534

［うち補正］

 70,000

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意欲

のある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 

①水田園芸チャレンジ支援 

・小規模でも新たに県推進６品目の

生産に取り組む担い手に対する支

援（20a 未満の取組を優先採択） 

［助成率］1/2 

・水田園芸の推進、高度化に向けた研

修の開催 

・販路拡大に向けたテスト販売の実

効性調査等を実施 

 ②水田園芸拠点づくり計画策定支援 

  ・産地化に向けた地域課題の抽出や

合意形成を支援 

［助成率］定額 50 万円／地域 

・計画策定に必要な試行的取組支援 

［助成率］1/2 

 ③水田園芸拠点の体制整備支援 

・計画実行に必要な取り組み支援 

［助成率］1/2 

・機械レンタルや作業受託に必要な

機械整備支援  

［助成率］1/3 

・諸作業を受託する法人等の人材育

成に必要な研修経費を支援 

［助成率］10 万円／月・人 

④ハウス等整備支援 

県推進品目のハウスを整備する場

合に施設整備費等を支援 

［助成率］ 

・国事業活用の場合   1/4 

・国事業活用しない場合 1/3 

 ⑤取組の加速化 

本格的な生産拡大に取り組む経営

体に必要な機械施設等整備支援 

［助成率］1/3 

⑥拠点産地の広域展開       【新規】

国事業を活用して生産機械・調製・

保管施設等を広域的に導入する場合

に必要経費の一部を支援 

［助成率］1/6 

⑦水田園芸への転換支援 

   県推進品目に取り組む生産者に対

して面積に応じて支援 

農林水産部 
[産地支援課] 

[農畜産課] 
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

10 有機農業推進事業 21,557 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、販売力を高める取

組や有機ＪＡＳ認証取得等を支援 

 ①有機ＪＡＳ認証取得支援体制 

  ・有機ＪＡＳ講習会の実施 

  ・有機ＪＡＳ認証アドバイザーの設 

   置 

  ・有機ＪＡＳ適合資材リストの整備 

                 等 

②有機ＪＡＳ認証取得支援 

  ・有機ＪＡＳ認証取得経費の一部を

支援 

   ［助成率］定額又は 1/2 

［助成上限額］５万円又は 10 万円

③有機農産物生産拡大支援 

  ・有機ＪＡＳ認証を新たに取得もし

くは認証面積を拡大する上で必要

な取組や環境整備を支援 

   ［助成率］1/2 

［助成上限額］40 万円 

  ・水田除草機導入による有機水稲の

取組拡大を支援 

   ［助成率］定額又は 1/3 

［助成上限額］20 万円 

 ④販路と結びついた生産力強化対策 

・「マーケットイン」による有機栽培

技術支援 

・販路拡大、物流改善に向けた生産

者組織の活動支援 

・実需者への商品提案、マッチング

機会の創出 

農林水産部 
[産地支援課]
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

11 美味しまね認証制

度を核としたＧＡ

Ｐ推進事業 

51,393 県産農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、実需者から評価されるレベ

ルの高いＧＡＰ取組の普及と国際水準Ｇ

ＡＰ（美味しまねゴールド含む）へのレベ

ルアップを推進 

①美味しまね認証の審査・認証 

②ＧＡＰの推進 

ＧＡＰ指導体制の強化、生産者向

け研修の実施、ＧＡＰ生産者協議会

の活動支援によるＧＡＰの推進活動

の実施 

③美味しまね認証運営 

認証マークの管理、専用ホームペ

ージの運用 

④美味しまね認証産品検査 

認証品の残留農薬検査の実施 

農林水産部 
[産地支援課]

12 農産物販路開拓推 

進事業 

47,208 有機農産物、美味しまね認証産品等の

特徴ある島根県産農産物の販路拡大を支

援 

①美味しまね認証産品・有機農産物の

販売強化 

②農産物の物流改善に向けた研修会の

開催及び物流実証 

③農産物の販路拡大に向けた商談会参

加支援 

④アドバイザー派遣や商品開発支援な

どによる６次産業化の推進 

⑤農産物の学校給食等での活用拡大を

推進 

農林水産部 
[産地支援課] 
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

13 農業の競争力強化

対策事業 

2,966,839

［うち補正］

 70,000

農業の競争力強化や経営安定などの取

組を支援 

①農業競争力強化対策事業 

農産物生産の収益力向上に計画的

に取り組む農業者に対し、高収益な

作物等への転換や低コスト・安定生

産に必要な施設整備、機械・機器の導

入を支援 

②みどりの食料システム戦略推進事業 

環境負荷軽減と持続的発展に向け

た有機農業のモデル的先進地区の創

出や、スマート農業の産地展開を支

援 

③畜産競争力強化対策事業 

畜産クラスター計画に位置付けら

れた中心的な経営体に対し、収益力

の強化や家畜環境問題への対応に必

要な施設の整備、家畜導入を支援 

農林水産部 
[産地支援課] 

[農畜産課]
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

14 持続可能な米づく

りへの構造転換対

策事業 

140,435 将来にわたって持続的な米生産が可能

となるよう、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

取組を支援（№４一部再掲） 

①米づくりの生産構造の転換 

  集落営農の広域連携組織、認定農 

 業者等が、ＩＣＴ技術等を活用して 

 米の生産コスト削減を図りながら、 

 農地集積により経営規模拡大を進め 

 る取組を支援 

 ［助成対象者］ 

   広域連携組織、認定農業者  等 

 ［助成率］1/3 

②持続可能な米づくりに向けた低コス

ト生産対策 

・低コスト生産技術・多収穫品種の組

み合わせによるコスト削減モデル

の分析・実証 

・個別の低コスト生産技術のコスト

削減効果の分析・実証 

・実証地区を活用した現地検討会等

により、担い手等の低コスト生産

の取組を推進 

 ③多収穫米拡大対策 

・多収穫米の取組に意欲のある担い

手と県で島根県多収穫米推進協議

会を組織 

・販路の開拓、有望品種の実証栽培、

多収穫技術の確立等に向けた取組

を総合的に支援

・多収穫米の生産面積拡大に必要な

施設整備を支援     【新規】

［助成対象者］ 

  認定農業者、集落営農等 

［助成率］1/3 

［助成上限額］1,000 万円 

農林水産部 
[農業経営課] 

[農畜産課]
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

15 しまね和牛生産振

興事業 

56,636 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 

①繁殖雌牛の更新促進 

   市場に評価される子牛生産に必要

な早期の繁殖雌牛の更新・増頭を支

援（300 頭） 

［助成額］更新農家 10 万円／頭 

増頭農家 15 万円／頭 

②購買者ニーズに応える子牛づくり 

③しまね和牛の特徴を活かした牛肉生

産と販売力の強化 

農林水産部 
[農畜産課]

16 種雄牛造成強化事

業 

46,485 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 

①超優秀雌牛の導入 

   生産者等が実施する全国の産地か

らの超高能力雌牛の導入に対し支援 

［助成率］1/2 

［助成上限額］180 万円／頭 

②ゲノミック評価を活用した超高能力

雌牛の選抜 

ゲノミック評価の活用を研究レベ

ルから、和牛繁殖農家に拡大し、農家

で更新・保留する雌牛の選抜（860 頭）

に本格活用 

［助成額］定額 １万円／頭 

③後代検定協力農家への価格補償 

［交配協力金］1.5 万円／頭 

［産子価格補償］上限８万円／頭 

農林水産部 
[農畜産課]

17 第 12 回全国和牛

能力共進会出品対

策 

20,266 令和４年度に開催される鹿児島全共で

好成績を獲得するため、出品対策を実施 

①出品対策の強化 

候補牛・代表牛の飼養管理支援等 

②全共参加費 

大会への負担金、代表牛の輸送費・

現地管理費、出品者への旅費支援等 

農林水産部 
[農畜産課]
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

18 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、既存の公

共放牧場等の再整備や放牧を活用した畜

産物の生産等を支援 

［助成対象者］クラスター協議会等 

［助成内容］ 

・雑灌木の除去、シバや牧草の再播種

・牧柵の修繕・整備、簡易牛舎の整備

・地域資源を活用した畜産物生産の

取組 

・放牧場を管理する仕組みづくりの

構築 

［助成率］1/2、1/3 

［助成上限額］330 万円 

農林水産部 
[農畜産課]

19 新規 酪農経営「和牛子

牛生産拡大」支援

事業 

44,000

［うち補正］

44,000

交雑牛の価格が低下する中、価格が安

定している和牛子牛への生産転換を支援 

 ①乳用牛への和牛受精卵移植支援 

  ［助成対象者］農業者 

［助成率］定額 ２万円／頭 

②子牛育成施設整備支援 

［助成対象者］農業者 

［助成率］1/2 

［助成上限額］500 万円 

農林水産部 
[農畜産課] 
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

20 島根県獣医師確保

緊急対策事業 

38,985 県職員獣医師及び県内産業動物臨床獣

医師の安定確保を図るために、修学資金

の貸与に加え、職場の魅力化と他県との

差別化を図る取組を実施し、その発信を

強化 

①修学資金の貸与 

 ［対象者］ 

 ・県職員及び県内の産業動物臨床 

  獣医師等を目指す獣医系大学生 

  ・県職員獣医師へ転職する獣医師 

【新規】

 ［貸与額］国公立大 月額 10 万円 

      私立大  月額18万円等

②獣医系大学生の農場実習受入れ 

【新規】

学生の宿泊費と旅費、協定農場の

受入経費を支援 

③獣医系大学との共同研究  【新規】

  研究テーマに沿った協定農場をマ 

 ッチングし、調査やサンプリングを 

 行う学生・教師をサポート 

④出前講座の実施 等 

農林水産部 
[農畜産課]

21 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、豚熱、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を計上 

 ①初動防疫経費 

   消毒資材、焼埋却経費等 

 ②農家への損失補償 

   殺処分や移動制限に伴う損失補償 

 ③風評被害対策経費 

   消費者への情報提供や安全性の 

ＰＲ等 

農林水産部 
[農畜産課]

22 新規 畜産技術センター

種雄牛造成施設整

備事業 

41,000 繁殖雌牛の改良や種雄牛造成を効果的

に行うため、昭和 44年に整備された既存

施設（雲南市）を本場（出雲市）へ移転 

 ［事業期間］Ｒ４～５ 

農林水産部 
[農畜産課]

23 風雪害等による農

業施設等復旧対策

事業 

402,557 風雪害等に備え、農業施設等の復旧費

に対する助成額を計上 

農林水産部 
[農畜産課]
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

24 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 

143,886 「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

る総合的な対策を実施 

１ 意欲と能力のある林業経営者の育

成・強化対策 

①新規就業者確保支援 

・魅力アップに向けた広報活動の強

化、Ｕターン・Ｉターン者等への

林業就業ＰＲ活動 

・林業就業希望者に対する林業理解

の促進 

・林業事業体へのインターンシップ

促進、短期の林業就業体験の助成 

②島根林業魅力向上プログラム 

・週休二日制の導入などの労働条

件、若者や女性が働きやすい就労

環境の改善を支援 

・林業新規就業者の資格取得支援 

［助成対象］ 

新規就業者が林業事業体へ就

業後２年以内に取得する資格に

要する受講料 

［助成率］1/2 

［助成上限額］20 万円／人 

・林業機械操作の技術習得支援 

［助成対象］ 

林業機械の操作訓練などＯＪ

Ｔ研修のための機械リース料 

［助成率］1/2 

［助成上限額］200 万円／事業体 

③経営体質強化支援 

・就業者の能力を評価しキャリアア

ップに活用できる「しまね林業士

制度」を推進 

・新たな取組の導入や経営改善等を

専門家派遣により指導 

２ 技術力のある人材の確保・育成 

農林大学校林業科の学生に給付金

を支給し、就学を支援 

［給付上限額］年間 142 万円／人 

［給付期間］最大２年間 

［給付枠］37 人 

農林水産部 
[林業課]
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

25 循環型林業に向け

た森林経営の収益

力向上対策事業 

105,616 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 

①林業事業体の原木搬送経費支援 

［助成対象者］ 

主伐と跡地の植栽等を行う林業

事業体 

［助成額］ 

・Ａ材出荷割合が 17％以上の場合 

定額 620 円／ 

・上記を満たさない場合 

定額 310 円／ 

 ②原木生産低コスト化への支援 

［助成対象者］ 

高性能林業機械等の導入によ

り、原木を低コストで生産する林

業事業体 

［助成額］定額 380 円／ 

農林水産部 
[林業課]

26 林業・木材産業成

長産業化対策事業 

1,475,265

［うち補正］

326,915

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 

［事業内容］ 

   木材の増産、生産コストの低減に

取り組む林業事業体等が行う作業道

整備、高性能林業機械の導入、木材加

工流通施設整備、木質バイオマス関

連施設整備等 

農林水産部 
[林業課] 

[森林整備課]

27 林業省力化技術実

証普及事業 

3,000  林業に関するＩＣＴ技術や機器の実証

及び現場への普及により、原木生産と再

造林の低コスト化を推進 

①最新の林業機械等を試験的に県内の

林業現場で実証 

 ②現場実証により得られた成果につい

て研修会等を通じ普及 

農林水産部 
[林業課] 
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

28 円滑な木材流通対

策事業 

156,875 需要に応じた木材供給を確保するた

め、新たな流通構造を構築する取組を支

援 

①木材流通の需要供給情報を共有する

システムの導入支援    【新規】

［助成率］1/2 

②省力化・効率化機械等の導入支援 

［助成率］1/2 

［助成上限額］ 

・原木生産機械等 1,500 万円 

・仕分け機械等     900 万円 

・木材乾燥機等  1,500 万円 

③県産木材製品の新商品開発支援 

【拡充】

［助成率］1/2 

［助成上限額］250 万円 

 ④県外販路拡大に向けた商談会等の開

催 

農林水産部 
[林業課] 
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

29 製材力強化事業 29,169 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 

１ 製材工場の新設や既存工場の規模拡

大支援 

①製材工場の新設等が見込まれる地

域の環境影響調査等を実施 

②用地選定、進出工場と進出先との

調整等を実施するアドバイザーを

配置 

③製材工場が行う原木確保や流通等

の調査を支援 

［助成額］ 

  定額 250 万円（実費を上限）

④林業版企業誘致制度 

・実施設計、施設移転費の支援 

［助成率］1/2、3/10 

・用地取得、土地造成の支援 

［助成率］ 

増加固定経費の最大 30％ 

   ・雇用への支援 

    ［助成額］ 

増加従業員数×100 万円（中

山間地域等は 130 万円） 

２ 製材工場の施設改良等機能強化 

①既存製材工場の施設改良等 

［助成率］1/3 

②高品質・高付加価値な製品づくり

に不可欠なＪＡＳ認定取得の支援 

［助成率］1/2 

農林水産部 
[林業課] 
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

30 県産木材利用促進

事業 

83,200 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・非住宅建

築等への支援や、県外への販路拡大に向

けての取組を支援 

１ 県産木材利用促進事業 

①「しまねの木」活用建築士・工務店認

定制度 

県産木材を積極的に使用する建築

士や工務店を「『しまねの木』活用建

築士・工務店」として認定する制度の

運用 

②県産木材建築利用促進事業 

・住宅・非住宅建築物建築支援 

認定工務店が建築した住宅・非

住宅建築物について、県産木材総

使用量に応じて段階的に支援 

［助成額］ 

県産木材使用割合 

60～70％の部分  ２万円／ 

70～80％の部分  ３万円／ 

80～100％の部分 ５万円／ 

［助成上限額］ 

住宅（新築） 37.5 万円／戸 

住宅（増改築） 20 万円／戸 

非住宅(新築)  100 万円／棟 

・県産木材使用割合向上支援 

住宅について、前年度に比べ県

産木材使用割合を５％以上引き上

げる認定工務店の取組に対して支

援 

［助成額］1/2 

［助成上限額］100 万円／社 

・非住宅建築物設計支援 

非住宅について、認定建築士が

設計する場合に木造設計費の掛か

り増し経費に対して支援 

［助成率］木工事費の 8.75％ 

［助成上限額］100 万円／棟 

２ 「しまねの木」県外販路拡大対策事業

県内の製材工場等が都市圏等の建

材展示会へ出展・商談等をする際に

要する経費を支援 

  ［助成率］定額、1/2 

農林水産部 
[林業課]
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

31 水と緑の森づくり

事業 

192,000 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 

［事業期間］Ｒ２～６ 

①県民参加・生活環境を守る森づくり 

   集落周辺の里山林や水源機能の高

い奥地の森林整備による生活環境の

維持や、県民自らのアイディアと参

加による森林づくりの活動を支援 

②森づくり推進事業 

   水と緑の森づくり税・事業の周知

や情報発信、普及啓発の実施 

③森と木を未来につなぐ取組 

  次世代を担う人材の育成、健全な

森林を育む優良苗木の供給体制機能

の強化、しまねの森と木の魅力の県

内外への情報発信 

農林水産部 
[林業課]
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

32 しまねの漁業担い

手づくり事業 

74,973 漁業の担い手を確保・育成するため、新

規就業者の定着支援を強化 

①新規自営漁業者育成研修（自営型） 

自営漁業を目指して、漁業の専門

知識や基本的漁労技術を習得する研

修を支援 

［助成額］ 

    １人あたり 94万円以内 

②沿岸漁業就業型技術習得研修（就業

型） 

定置網等の漁業経営体で雇用され

ながら、自営漁業の技術を習得する

研修を支援 

  ［助成額］１人あたり 171 万円以内 

  ③沿岸漁業スタートアップ事業 

認定新規漁業者に対し、漁業を開

始する際に必要な機材等の導入を支

援 

［助成率］県 1/3・市町村 1/3 

［助成上限額］100 万円 

④自営漁業者自立給付金 

新規漁業就業者の漁業への定着を

支援するための給付金 

   ・50 歳未満 

120 万円以内×最長５年 

   ・50 歳以上 65歳未満 

60 万円以内×最長２年 

  ［負担割合］県 1/2・市町村 1/2 

⑤沿岸自営漁業所得向上支援 

地域の漁業者グループ（認定漁業

者等が構成員）が行う、新たな沿岸漁

業モデルづくり、販売戦略策定、種苗

放流等の意欲的な取組を支援 

［助成率］1/2、1/3 

⑥沿岸自営漁業技術向上対策 

沿岸自営漁業者が所得向上を目指

し、新たな漁業を導入するための実

地研修、試験操業を支援 

⑦沿岸自営漁業就業者確保促進 

就業希望者からの具体的な相談へ

の対応を強化するため、ＷＥＢ面談、

相談会を開催 

農林水産部 
[沿岸漁業振興

課] 
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

33 企業的漁業経営体

と連携した担い手

育成事業 

20,000  地域の担い手育成に協力的な定置網、

底びき網等の漁業経営体と連携をして、

自営漁業就業希望者の就業を支援する体

制を整備し、新規自営漁業者の確保・育成

を推進 

 ［事業内容］ 

県と「担い手育成協定」を締結した

企業的漁業経営体が、研修生を受け

入れる際に必要な機械等の導入経費

を助成 

 ［助成率］1/3 

 ［助成上限額］500万円 

農林水産部 
[沿岸漁業振興

課]

34 水産業競争力強化

漁船導入促進事業 

30,000  漁業の構造改革を図るため、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 

［助成率］ 

漁船取得費の 1/20 

［助成上限額］ 

１隻あたり 2,500 万円 

［リース事業の対象となる漁業者］ 

沖合漁業や沿岸漁業を行う中核的

な漁業者 

農林水産部 
[沿岸漁業振興

課]

35 離島漁業再生支援

事業 

140,545 漁業集落における、漁場の生産力の向

上や漁業再生に関する活動を支援 

［助成率］国 1/2・県 1/4・町村 1/4 

農林水産部 
[沿岸漁業振興

課]

36 新規 栽培漁業所得向上

対策推進事業 

17,000

［うち補正］

17,000

沿岸自営漁業者の所得向上のため、ナ

マコの増殖及びイワガキ養殖の先進的な

研究開発を実施 

農林水産部 
[沿岸漁業振興

課] 

37 新規 浜田地域基幹漁

業・関連産業継続

緊急支援事業 

制度創設 県下最大の水産拠点である浜田地域の

基幹漁業における高性能漁船への更新等

を通じた収益性向上の取組を緊急的に進

める浜田市を支援 

［事業期間］Ｒ５～８ 

農林水産部 
[沿岸漁業振興

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 予算額 概要 部局名 

38 コンベンション誘

致推進事業 

40,000  社会的・経済的波及効果が大きいコン

ベンション（学会、大会等）の誘致促進の

ため、主催者に対して開催経費を助成 

[対象] 

延べ宿泊者数 100 人以上（県西部

又は隠岐開催の場合は、30 人以上） 

[助成額] 

  ・学会 

    国内学会 10万円～300 万円 

    国際学会 5,000 円／人 

         上限 700 万円  

  ・大会 

    国内大会 10万円～150 万円 

    国際大会 2,500 円／人 

         上限 350 万円 

商工労働部 
［商工政策課］ 

39 “美肌県しまね” 

観光総合対策事業 

229,728 島根の強みである“美肌”をキーワード

とした観光誘客を推進 

①“美肌県しまね”情報発信 

・全世代の女性を対象に、各種メデ 

 ィアを活用したプロモーションの

実施 

・メディアタイアップ、観光情報説 

 明会（メディア向け）による各種媒

体への露出の拡大 

・観光ガイドブック、観光ポータル 

 サイト及びＳＮＳ等を活用した情

報発信 

②“美肌県しまね”誘客促進 

・温泉と食を軸とした地域の特色あ

る美肌観光に取り組む事業者を支

援 

・観光情報説明会（旅行会社）の開 

 催、旅行会社の商品造成への支援

等による美肌観光の推進 

・観光地域づくりを担うＤＭＯ等の

設立を支援 

③民間企業との連携 

・「美肌ウェルネスツーリズム」の推

進 

・「美肌県しまね」の認知拡大のため

の情報発信 

商工労働部
[観光振興課] 
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

40 “ご縁の国しまね”

観光総合対策事業

353,761 “ご縁の国しまね”をキーワードとし

た観光誘客を推進 

①“ご縁の国しまね”情報発信 

・メディアリレーションによる各種

メディアでの露出の拡大 

・取材費支援やフィルムコミッショ

ンの取組による、メディア取材の

誘致 

・歴史文化をテーマとしたセミナー

等の開催 

・観光キャラクター「しまねっこ」を

活用した情報発信 

②“ご縁の国しまね”誘客促進 

・地元主導による地域資源を活用し

た旅行商品づくり、販促活動を支

援 

・観光客の満足度を高める体験型旅

行商品づくりや、二次交通の充実

による周遊型旅行商品づくりの推

進 

・教育旅行、サイクリング及びワーケ

ーションなど、伸びしろのある市

場の開拓 

・交通機関等との連携や、高速道路を

活用した誘客対策 

・広域的な観光推進団体への支援や、

他県と連携した誘客促進 

商工労働部
[観光振興課] 
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

41 外国人観光客誘致

推進事業 

234,419 ウィズコロナ・アフターコロナにおけ

る訪日外国人観光客の回復に向け、島根

県の認知度向上を図るとともに、受入環

境整備を推進 

①インバウンド受入環境整備の加速 

・個人旅行客向け二次交通支援及び

団体ツアー向けバス助成 

・海外ＯＴＡと連携した体験コンテ

ンツの充実及び販売支援 

・新型コロナ感染防止対策や、外国人

向けコンテンツ開発・販売等に取

り組む民間事業者への支援 

・Ｇoogleマップを活用した外国人観

光客利便性向上 

 ・石見、隠岐地域における外国人観光

客誘致の取組強化 

 ②ゲートウェイ別の誘客対策 

・国際連続チャーター便等誘致に向

けたプロモーション 

 ・境港、浜田港のクルーズ客船の受入

 ③市場別プロモーションの推進 

・ＳＮＳ、口コミサイト等を活用した

市場別のプロモーション 

・交通事業者との連携による在留外

国人を中心とした誘客対策 

・インバウンド再開に向けたプロモ

ーションの強化 

④外国人観光客誘致関連団体負担金 

山陰インバウンド機構等関係団体

と連携した広域観光周遊等の取組 

 ⑤島根県観光連盟との連携 

商工労働部
[観光振興課] 
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

42 特定有人国境離島

地域滞在型観光推

進事業 

119,530 隠岐地域で観光客等交流人口の増加を

図るため、滞在型旅行商品の開発等を支

援 

 ［負担割合］ 

   国  5.5 /10 

 県  2.25/10 

 町村 2.25/10 

 ［事業内容］ 

 ①町村実施 

    滞在型観光メニューの造成 

  ②隠岐ジオパーク推進機構（仮称） 

   実施 

  島内での宿泊と観光体験メニュ 

 ーを利用した来島者に対して、復

路乗船運賃の助成及び島内限定で

利用可能な電子クーポンの付与 

  ③隠岐空港利用促進協議会実施 

  隠岐発着の航空機利用の団体・ 

 個人旅行商品造成への支援 

商工労働部
[観光振興課] 

43 県内航空路線利用

促進（観光振興）事

業 

80,184  萩・石見空港の東京線２便運行の継続

に向けた観光誘客や石見地域の観光魅力

づくりの推進 

 ①情報発信 

石見地域の伝統文化や自然などの

観光素材をＷＥＢサイトやＳＮＳな

どの媒体を用いて情報発信 

 ②旅行商品造成 

・旅行会社等と連携し、首都圏からの

個人観光客を対象とした旅行商

品、団体を対象とした受注型旅行

商品を造成 

・ＯＴＡと連携した旅行商品の造成 

 ③二次交通対策 

個人旅行客を対象としたレンタカ

ー助成を実施 

 ④インバウンド対策 

在留外国人によるモニターツアー

を実施 

商工労働部
[観光振興課] 
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

44 しまね海外ビジネ

ス展開支援事業 

94,273 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 

①島根・ビジネスサポート・オフィス

（タイ・バンコク）の運営 

②グローバル戦略構築支援事業 

現地情報セミナー、勉強会、現地ミ

ッション、展示会出展、オンライン活

用によるマッチング等を実施 

 ③しまね海外展開支援助成事業 

県内企業に対して、市場調査、進出

計画策定や、海外販路開拓、海外展開

に必要な社内グローバル人材の確

保、現地での事業運営に必要なロー

カル人材の確保・育成に要する費用

を助成 

 ［助成率］1/2 

 ［上限額］100 万円 

 進出計画策定は 300 万円 

④タイへの職員派遣 

  アセアンの海外展開支援強化のた

め、タイへ職員を派遣 

⑤支援機関の共同事務所設置運営 

  県及びしまね産業振興財団の海外

展開支援部門、ＪＥＴＲＯ松江の３

機関を共同事務所化し、効果的な海

外展開支援を実施 

商工労働部 
[しまねブラン

ド推進課]

45 強くしなやかな食

品産業づくり事業 

69,705 食品製造事業者の経営基盤強化により

地域産業の基盤をつくるため、生産性向

上や販路開拓等の取組を支援 

・経営や技術、生産管理等の課題解決の

ために専門家を派遣 

 ・食品表示・衛生の相談窓口の設置 

 ・地域経済を牽引する中核的な事業者

の育成のため、県外等への販路拡大

に向けた取組を支援 

[助成率]1/2 以内 

   [上限額]1,000 万円 

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 予算額 概要 部局名 

46 加工食品外貨獲得

支援事業 

52,631 食品製造事業者の付加価値額の向上に

向けて、「しまね県産品販売パートナー

店」等と連携して、外貨獲得の取組を支援

 ・バイヤー招聘による商談会、産地視察

等の実施 

 ・県外の展示・商談会での島根ブース設

置や県内での展示・商談会開催によ

り商談機会を創出 

商工労働部 
[しまねブラン

ド推進課]

47 日比谷しまね館運

営事業 

7,781 首都圏における県産品の販路拡大、観

光誘客、移住促進を図るため、本県の情報

発信拠点である「日比谷しまね館」を活用

した取組を実施 

①情報発信事業 

各種媒体で「日比谷しまね館」の広

報等を実施 

②集客イベントの開催 

   旬のテーマを設定した集客イベン

トの開催や、市町村の広域的取組に

対する支援を実施 

商工労働部 
[しまねブラン

ド推進課]

48 首都圏県産品販路

開拓事業 

14,094 島根フェア、商談会等への出展を通じ

て、バイヤーとのマッチングや消費者ニ

ーズを把握する機会を創出し、県産品の

認知度向上、県外への販路・取引の拡大及

び商品のブラッシュアップを支援 

・しまね県産品販売パートナー店や新 

たな販路を開拓し、県産品の紹介・斡

旋を行うとともに、商品開発に向け 

たニーズ収集を実施 

・バイヤーを対象にした首都圏での商 

談会への県内事業者の出展を支援 

・県内外の百貨店、スーパー等の小売 

店その他での物産展等出展による県 

産品の斡旋 

・バイヤーの県内招致を実施 

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 予算額 概要 部局名 

49 海外展開促進支援

事業 

46,658 海外取引に意欲のある県内食品製造事

業者等の自主的な取組を支援 

 ①貿易投資相談会、経済情報収集発信、

企業フォローアップ 

 ②現地コーディネーターへの業務委

託、バイヤー招聘、現地フェアの実施

英語版ＷＥＢサイトの構築 

 ③境港ポートセールス活動を支援し、

県内企業貿易拡大支援 

 ④県内企業の海外展開状況を調査 

 ⑤セミナーの開催等を通じた非日系市

場への参入支援 

 ⑥国内商社、海外のオンラインストア

と連携した商品認知度向上を支援 

商工労働部 
[しまねブラン

ド推進課]

50 浜田港ポートセー

ルス推進事業 

52,933 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 

①国際航路利用促進 

国際コンテナ航路等を利用した輸

出入貨物の増加に向けて、荷主等を

支援 

②浜田港創貨対策 

浜田港を利用して行う輸出入案件

の発掘から継続的輸出入に至るまで

一貫して行う活動を支援 

［助成率］1/2 

［上限額］ 

・輸出入案件発掘段階  100 万円 

・輸送実験段階（加算）100 万円 

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 予算額 概要 部局名 

51 ものづくり産業変

革プロジェクト 

355,346

[うち補正]

119,000

ウィズコロナ下でのものづくり産業の

再生・成長を目指し、企業の経営基盤強化

を図るため、落ち込んだ売上の回復・拡大

と生産性向上を支援 

さらに、産業構造の転換に対応するた

め、イノベーション創出を支援し、成長分

野への参入等を促進 

①ものづくり産業総合支援事業 

売上確保に向けた販路の拡大と新

常態に対応した経営戦略の構築策定

を促すことにより、県内企業の経営

基盤の強化を総合的に支援 

・ものづくりアドバイザーを派遣し、

課題解決に向けた取組を支援 

・デジタル技術の活用等による生産

プロセス改善や環境変化に対応し

た生産体制構築を支援 

・業界や企業グループに対し、経営戦

略構築や戦略に基づく技術力向

上、異分野参入、共通課題への取組

等を支援 

②オープンイノベーション活用促進事業 

市場ニーズを踏まえた、産学官連

携による県内企業の製品・技術開発

を段階的かつ一体的に支援 

・企業の技術ニーズと大学等のシー

ズのマッチングを行う技術コーデ

ィネーター等を配置 

・企業が新分野・新工程に参入する際

のマーケット調査経費を支援 

・企業による次世代の新技術・新製品

の研究開発や産学連携による研究 

成果の事業化を支援 

③しまね産学官連携促進支援事業 

県内大学・高専の研究シーズと人

材の育成を支援し、県内企業への技

術移転や高度人材の輩出を推進 

・県内産業の成長につながる県内大

学・高専の研究シーズの発展・事業

化を支援 

・課題解決型学習を機会に、学生が受

入企業に行う改善提案の取組を通

じて大学等との連携を促進 

商工労働部 
[産業振興課] 
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

52 新規 ものづくり産業脱

炭素化対応促進事

業 

113,684

[うち補正]

113,684

県内ものづくり産業が脱炭素化に的確

に対応するために実施する取組を支援 

①情報収集・啓発 

国内外の市場や技術の動向に関す

る調査・セミナーを実施 

②専門家派遣 

個別企業の脱炭素化の取組に向け

た助言を実施 

③戦略策定・設備等支援 

脱炭素化に向けた戦略の策定や設

備導入等を支援 

 ［助成率］1/2 

［助成上限額］2,000 万円 

商工労働部 
[産業振興課]
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

53 しまねＩＴ産業振

興事業 

282,213 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県内ＩＴ産業の持

続的な発展を目指し、人材育成・確保及び

高付加価値な業態への転換を支援 

①人材の育成・確保 

・学生 Ruby 合宿、小学生 Ruby 教室

の開催 

・県内の専門高校、高専、専門学校と

ＩＴ企業が連携して共同企画授業

を実施 

・島根大学とＩＴ企業が連携する地

域連携型プロジェクト授業・研究

や交流会等を実施 

・大学研究室や県内出身県外学生と

県内ＩＴ企業との交流機会を提供 

・ＩＴ技術者を対象とした実践的な

講座を開催 

・ＩＴとビジネス領域両方のスキル

を習得できる講座を開催 

・ＵＩターン転職による即戦力人材

を確保するため、ＩＴ人材コーデ

ィネーターによる相談から就職ま

での一貫した支援を実施 

 ②企業の技術力・商品力強化 

  ・しまねソフト研究開発センターに

おいて、県内ＩＴ企業の事業創出、

販路拡大、研究開発、高度技術者の

育成等を総合的に支援 

・Ruby biz グランプリ、Ruby 技術会

議の開催を支援し、新サービス創

出の意識付け及び県外企業との関

係づくりを促進 

商工労働部 
[産業振興課] 

54 しまねデジタルイ

ノベーション推進

事業 

139,100

[うち補正]

115,000

 県内産業の競争力強化を目指し、「しま

ねソフト研究開発センター」において、県

内中小企業等でのデジタル技術を活用し

た生産性を高める取組を支援 

・専門家を派遣し、デジタル技術を活用

した既存事業の利益率向上や新ビジ

ネス創出に向けた取組を支援 

・セミナーによる理解促進、ビジネスプ

ランの育成・実証など、企業のデジタ

ル導入の段階に応じた支援を実施 

商工労働部 
[産業振興課] 
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

55 先端金属素材グロ

ーバル拠点創出事

業 

609,869 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 

［事業期間］ 

   Ｈ30～Ｒ４（国の支援期間） 

［事業内容］ 

 ①島根大学が行う次世代たたら協創

センターでの研究に必要な研究用

装置等の導入を支援 

  ②オックスフォード大学教員による

講義の開講など島根大学及び松江

高専が行う金属材料分野の専門人

材育成を支援 

 ③島根大学が特殊鋼関連企業と共同

で行う新素材の開発や加工技術の

高度化に向けた最先端の研究を支

援 

④企業が行う航空機産業・モーター

産業への参入や事業拡大に向けた

研究開発を支援 

 ⑤企業が行う国内外の専門展示会へ

の出展や業界ニーズ・市場調査等

を支援 

 ［負担割合］ 

   国 1/3・県 1/3・大学 1/3 など 

商工労働部 
[産業振興課] 

56 先端技術イノベー

ションプロジェク

ト（第２期） 

114,754 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 

［取り組むテーマ］ 

・切削・生産加工技術強化 

・シミュレーション・可視化技術応用

・ＡＩ・通信技術を用いた支援ロボッ

ト開発 

・高機能センシング応用製品開発 

・多様な形状・材料への曲面印刷技術

開発 

・生物機能応用技術開発 

商工労働部 
[産業振興課] 
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

57 島根発ヘルスケア

ビジネス事業化支

援事業 

18,664 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 

 ①協議会等の開催 

・ヘルスケアビジネスの方向性の検

討 

・医療、福祉機関と商工業者の連携

支援 

 ②スタートアップ支援 

・事業化、課題の深掘りについての

セミナー開催 

・ビジネスプランを創出するため、

ＩＴやデジタル、ヘルスケア分野

の事業者及び学生など異業種によ

るアイデアソンを実施 

・事業化へ向けたメンタリングの実

施 

 ③事業化支援 

・事業化のためのビジネスプランの

実証を行うための経費を助成 

［助成率］1/2 

［上限額］500 万円 

・市場調査や医学的検証を行うため

の経費を助成 

［助成率］1/2 

［上限額］200 万円 

商工労働部 
[産業振興課]
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

58 石州瓦産業経営基

盤強化支援事業 

94,200

[うち補正]

40,000

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 

①石州瓦利用促進事業 

石州瓦の利用を促進するため、業

界が選定したハウスメーカー、ビル

ダー、工務店が行う以下の取組を支

援 

［取組内容］ 

  ・自社の標準モデルに石州瓦を新

たに採用する取組 

    ［助成上限額］100 万円 

   ・石州瓦の家を自社の主力商品と

して営業を行う取組 

    ［助成上限額］10 万円 

   ・石州瓦を採用した住宅を建築す

る取組 

・石州瓦業界が営業代行等の活用

による営業活動を支援 

・石州瓦業界が行う、施主等に向け

た情報発信の取組を支援 

［事業期間］Ｒ２～４ 

［事業主体］石州瓦工業組合 

②新屋根材開発事業 

 石州瓦工業組合と産業技術センタ

ーとの共同研究により、現在市場に

ない新たな屋根材等を開発 

 ③石州瓦市場創出支援事業 

市場創出や異分野参入等に向けた

商品開発等の取組を支援 

・瓦以外の新製品開発や、技術やノ

ウハウ等を活かした異分野参入等

への支援 

・西日本での重点的な販路開拓支援 

・石州瓦の性能や魅力のＰＲなど 

［事業主体］石州瓦工業組合 

商工労働部 
[産業振興課]

59 産業振興支援体制

の整備 

341,654 活力ある地域産業の振興を図るため、

県の企業支援の事業が安定的かつ効果的 

に実施できるよう公益財団法人しまね産

業振興財団の運営を支援 

商工労働部 
[産業振興課] 
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

60 島根県グローカル

人材育成支援事業 

10,000  多様な視点を有し、意欲のある若者の

県内定着を促進するため、県内企業での

インターンシップと海外留学を組み合わ

せたプログラムを実施 

商工労働部 
[産業振興課] 

61 石見臨空ファクト

リーパーク等への

企業誘致 

23,770  石見地域の産業や地域の活性化と、萩・

石見空港の基礎的需要の拡大を図るた

め、石見臨空ファクトリーパーク等への

企業立地を推進するための取組を実施 

 ①石見臨空ファクトリーパークの分譲

促進 

   石見地域に特化した企業誘致専門

員を首都圏に１名配置  

 ②石見地域のＰＲ 

   県外企業を対象とした石見臨空フ

ァクトリーパーク等の視察ツアーを

開催 

商工労働部 
[企業立地課]
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

62 企業誘致のための

各種助成事業 

3,181,124 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

を推進するため、市町村の取組を支援 

 ①企業立地促進助成金 

   製造業・ソフト産業・ソフト系ＩＴ

企業を対象とし、投資額や雇用の増

加人数に応じて助成 

 ②製造業・ソフト産業・ＩＴ産業への支

援制度  

  ・ソフト産業家賃補助金 

  ・航空運賃補助金 

  ・人材確保・育成補助金 

 ③江の川工業用水道料金補助 

   江津地域拠点工業団地において工

業用水を使用する企業に対する助成 

 ④人材確保支援サポート事業 

   人事・採用業務に精通した民間企

業と連携し、中山間地域等に新規立

地する企業が円滑に人材確保できる

よう支援 

 ⑤中山間地域等専門系事務職場誘致促

進事業  

   中山間地域等への専門系事務職場

誘致を促進するため、誘致に取り組

む市町村を支援 
（注）専門系事務：ソフト産業のうち一定程度の 

   事務処理能力、専門性を要する事務（インタ 

   ーネット附随サービス業、シェアードサー 

   ビス業、インターネット広告業） 

商工労働部 
[企業立地課]

63 市町村の遊休施設

を活用した貸オフ

ィス・貸工場整備

支援事業 

10,000  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 

 ［助成率］10分の 1.5 

 ［上限額］貸オフィス 1,000 万円 

貸工場 5,000 万円 

商工労働部 
[企業立地課]

64 外部人材活用等に

よる企業訪問活動 

22,191  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、中山間

地域等への企業誘致に特化した外部人材

の配置等、誘致に向けた活動を展開 

商工労働部 
[企業立地課]
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

65 しまね地域産業資

源活用支援事業 

11,500 中小企業者や創業者の創意工夫による

地域産業資源を活用した新しい事業化へ

の取組を支援 

①地域産業資源を活用してビジネス展

開を目指す事業 

  ［助成率］ソフト 1/2、ハード 1/3 

  ［上限額］300 万円 

  ［助成期間］単年度 

②商工団体等の支援を受けて業界等が

連携して行う事業 

  ［助成率］ソフト 2/3 

  ［上限額］600 万円 

  ［助成期間］２年度以内 

③県内取引の拡大を促進する事業 

  ［助成率］ソフト 2/3、ハード 1/3 

  ［上限額］400 万円 

  ［助成期間］２年度以内 

商工労働部
[中小企業課]
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

66 事業承継総合支援

事業 

197,197 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 

①事業承継支援体制整備事業 

  ・支援機関を総合調整するコーディ

ネーターを設置 

  ・商工団体等との連携による伴走型

の支援を展開するため事業承継推

進員を配置 

・事業承継の啓発、後継者育成のた

めのセミナーを開催 

  ・商工団体等の事業承継に関する普

及広報活動を支援 

②戦略的事業承継促進事業 

・組合等を通じて、構成員企業の事業

承継に係るビジョン作成や課題解

決、人材育成を支援 

・承継税制の活用ニーズの増大に対

応するための円滑な処理体制の確

保 

③経営改善・経営革新支援事業 

  ・事業承継の課題解決を図るための

専門的知見を有するアドバイザー

を中小企業に派遣 

  ・事業承継を契機とした経営体質強

化や後継者が行う新事業創出を支

援 

  [助成率] 

   1/2、2/3（経営革新計画、経営力向

上計画もしくは先端設備等導入計

画の承認を受けた場合） 

  [上限額]100～200 万円 

  ・事業譲渡等により地域に必要な事

業を引き継ぐ取組を支援 

  [助成率]1/2 

  [上限額]1,000 万円 

商工労働部
[中小企業課]
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

67 商工会・商工会議

所活動支援事業 

1,304,398 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

商工会連合会が行う経営改善普及事業に

要する経費等の一部を支援 

①小規模事業者の金融、税務、経営の合

理化、技術の改善、労務及び社会保険

等に関する相談及び指導 

②新サービスの開発や情報技術の活用

等による創業及び経営の革新に関す

る相談及び指導 

③地域経済の活性化を図る商工業の振

興に関する事業の実施、協力又は指

導 

④経営、技術、各種制度等に関する情報

又は資料の収集及び提供 

商工労働部
[中小企業課]

68 中小企業団体中央

会活動支援事業 

108,238 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連携組織対策事業に

要する経費の一部を支援 

①組合等の組織及び事業に関する相談

及び指導 

②組合等の金融、税務、経営の合理化、

技術の改善、公害、労務及び社会保険

等に関する相談及び指導 

③組合等を対象とした研修会及び講習

会の開催 

 ④組合等の経営改善等に関する調査及

び研究並びに情報の提供 

⑤組合の監査指導 

商工労働部
[中小企業課]
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

69 地域商業等支援事

業 

47,000 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（市町村負担額と同額を

助成） 

①小売店等の開業経費を助成 

［助成率］1/4 

［上限額］ 

・一般枠 100 万円 

・特別枠 120 万円 

［助成対象業種］ 

小売業、飲食サービス業など 

②買い物の不便な地域での小売店の開

業経費等を助成 

［助成率］1/4 

［上限額］500 万円 

③移動販売車・宅配車の整備・運営費を

助成 

［助成率］1/4（運営費は定額助成）

［上限額］100 万円 

     （運営費は初年度５万円など）

④街路灯、アーケード等共同施設の整

備費を助成 

［助成率］1/4 

［上限額］500 万円 

⑤飲食料品等の仕入共同化のための施

設整備費を助成 

［助成率］1/4 

［上限額］150 万円 

商工労働部
[中小企業課]

70 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挑戦的な取組を支援 

［助成率］ 

1/2（大企業は一部 1/4） 

［上限額］ 

・事前調査事業     50 万円 

・システム構築事業   300 万円 

・市場開拓モデル事業 300 万円 

商工労働部
[中小企業課]
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

71 中小企業制度融資 

（特別会計） 

53,762,617 信用保証協会の保証制度を活用し、低

利で長期の資金提供を金融機関と協調し

て実施 

［融資枠 450 億円］ 

※別途、新型コロナウイルス感染症に

よる経済情勢を踏まえた融資制度を

実施（融資枠 50億円） 

商工労働部
[中小企業課]

72 わくわく島根起業

支援事業 

33,726 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 

・起業者への支援金 

［助成率］1/2 

［上限額］200 万円 

商工労働部
[中小企業課]

73 起業家育成・支援

事業 

11,627  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 

①起業マインド向上事業 

 起業希望者の多様なニーズに応え

られる一気通貫型の起業家スクール

を実施 

②包括的支援体制整備事業 

・市町村等が行う起業支援の活動を

支援 

・しまね産業振興財団のインキュベ

ーションマネージャーによる起業

支援拠点の機能強化支援 

③新ビジネス創出支援事業 

・地域経済への貢献度の高いビジネ

スプランを持つ起業希望者に対

し、専門家派遣と起業家体験を組

み合わせた課題解決型チャレンジ

プログラムを提供 

・地域経済に大きな貢献が見込まれ

る案件を選定し、事業可能性調査、

マッチング等を支援 

［助成率］1/2 

［上限額］50 万円 

商工労働部
[中小企業課]
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

74 特定有人国境離島

地域創業・事業拡

大支援事業 

217,450 有人国境離島地域に関する特別措置法

に基づき、特定有人国境離島地域（隠岐諸

島）の地域社会の維持を図るため、隠岐４

町村が実施する取組を支援 

①雇用機会拡充事業 

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 

  ［負担割合］ 

    国 1/2・県 1/8・町村 1/8・ 

 事業者 1/4 

  ［交付対象経費］ 

   ・ハード 設備費、改修費 

・ソフト 広告宣伝費、店舗等借 

     入費、人件費等 

②雇用充足促進事業 

隠岐地域で事業を営む民間事業者

と本土の人材とのマッチング等を目

的とした同地域における就労体験や

住民との交流等を内容とするツアー

を隠岐４町村が実施 

［負担割合］ 

国 5.5/10・県 2.25/10・ 

町村 2.25/10 

商工労働部
[中小企業課]
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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 予算額 概要 部局名 

75 県内就職に向けた

県内大学等との連

携事業 

25,116 県内大学と企業、県等で構成するコン

ソーシアムにより、県内学生の県内就職

に向けた取組を支援 

①県内学生と企業の交流会など学生が

地元企業を知る機会の創出、インタ

ーンシップの充実に向けた取組及び

県内大学と企業が連携して教育プロ

グラムを構築する取組を支援 

②コンソーシアム事務局の運営経費 

政策企画局 
[政策企画監室]

商工労働部 
[雇用政策課] 

76 困難を有する子ど

も・若者支援事業 

25,533 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 

①就労体験を受け入れる事業所の開拓 

 や関係機関との連携強化などの取組 

 を行う市町村を支援 

 ［助成率］1/2 

②圏域における支援拠点として、居場 

 所の確保や社会・就労体験など社会 

 とのつながりを回復させる取組を行 

 う市町村を支援 

 ［助成率］1/2 

③子ども・若者支援機関の相互理解と 

 連携強化の促進 

健康福祉部 
[青少年家庭課]
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

77 女性の雇用・就業

促進事業 

54,092 女性一人ひとりの希望に応じた就労を

実現するための環境を整備 

①県内企業等で就労を目指す女性を支

援するため、ワンストップの就職相

談窓口を設置        【拡充】

［設置場所］ 

松江市、浜田市 

［事業内容］ 

求職者の総合相談、無料職業紹

介、セミナーの開催、就職後のフォ

ロー、職場体験、出張相談会、ＰＣ

講習の実施 

②正規職員への転換を希望する女性非

正規労働者を支援するため、必要な

知識、技術の習得機会を確保 

【新規】

・就労体験付き講習会を実施 

・女性のための就労支援ガイドブッ 

クを制作 

政策企画局 
[女性活躍推進

課]

78 中小・小規模事業

者等出産後職場復

帰促進事業 

104,632 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ができるよ

う、中小・小規模事業者等に奨励金を支給

［対象事業者］ 

県内に本社又は主たる事業所があ

る中小・小規模事業者等が設置する

従業員数 50 人未満の県内の事業所 

［支給要件］ 

出産後３か月以上の育児休業を取

得し、職場復帰した従業員を３か月

以上雇用する場合 

［支給額］ 

・従業員 30 人未満の事業所 

   20 万円／人（新規１人目のみ） 

   ※２人目以降は 10 万円／人 

・従業員 30～50 人未満の事業所 

10 万円／人 

政策企画局 
[女性活躍推進

課]
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

79 子育てしやすい職

場づくり促進事業 

34,554 子育てしやすい柔軟な働き方ができる

職場環境づくりに取り組む、中小・小規模

事業者等に奨励金を支給 

［対象事業者］ 

県内に本社又は主たる事業所があ

る中小・小規模事業者等が設置する

従業員数 50 人未満の県内の事業所 

［支給要件］ 

以下のいずれかの制度を導入し、

利用実績があること 

ａ．時間単位の年次有給休暇制度 

ｂ．育児短時間勤務制度 

（代替制度も可）

［代替制度］ 

・フレックスタイム制度 

・始業終業時刻の繰上げ繰下げ 

［支給額］ 

ａ、ｂ各 10 万円／事業所 

※１事業所につきａ、ｂそれぞれ

１回限り 

政策企画局 
[女性活躍推進

課]

80 観光産業人材育成

事業 

14,290  観光産業における人材の確保・育成対

策を実施 

①宿泊・観光業向け人材育成システム

の拡充 

②県内大学と連携したセミナー等の実

施により、学生等の観光産業への職

業理解と就労を促進 

③就職希望者を対象とした職業訓練を

実施 

商工労働部
[観光振興課] 

[雇用政策課]
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

81 若年者県内就職促

進事業 

467,529

[うち補正]

31,000

高校生や県内外に進学した学生の県内

就職を促進 

①高校生等の県内就職促進事業  

・人材確保育成コーディネーターを

配置し、県内高校と連携した企業

交流会の開催により在学生及び教

職員の県内就職の意識向上や将来

の県内企業への就職を促進 

②県内大学生等の県内就職促進事業 

・人材確保育成コーディネーターを

配置し、県内大学等と連携した企

業交流会や企業説明会等を開催 

③県外大学生等の県内就職促進事業 

・学生就職アドバイザーを大阪と広

島に配置し県外大学と連携した個

別相談や企業交流会、企業説明会

等を開催 

・島根出身の学生が多い中国地方を

最重点地域として、特に山陽地方

での取組を強化するため、アドバ

イザーを増員      【拡充】

④女子学生の県内就職の促進  

・女子学生「しまねジョブガール」が

県内企業を取材し、女子の視点で

企業情報を発信 

・就活生向けに、大学を巡回して文系

女子が活躍する職種をＰＲ【新規】

・県内企業の情報発信の改善「採用ブ

ランディング」を支援  【新規】

⑤企業情報発信力強化事業   

・採用力強化セミナーの開催 

・専門家を派遣し、県内企業の採用活

動の改善を支援     【新規】

・県内企業が大手就職サイトを活用

して情報発信を強化する際に必要

な登録経費の一部を助成 【新規】

・「若者の県内就職の促進に関する業

務協定」により連携する（株）マイ

ナビのサイトに島根県のポータル

ページを開設するとともに、県外

の合同企業説明会に島根ブースを

出展          【新規】

・インターンシップや就職活動にか

かる学生の交通費等を助成 

・「しまね登録」をしている学生に 

ＬＩＮＥで就職情報等を発信 

商工労働部 
[雇用政策課]
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・保護者向けの情報発信や就活セミ

ナーを開催 

⑥ジョブカフェしまねの運営  

・若年者の県内就職促進のため、職業

相談から就職までを一貫して支援 
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

82 産業人材確保対策 

事業 

58,413

[うち補正]

20,254

県内企業が求める専門人材のＵＩＪタ

ーン等による確保や外国人材の適正な雇

用を支援  

①高度産業人材の確保 

プロフェッショナル人材戦略拠点

を設置し、県外からの専門人材の確

保に取り組む中小企業を支援 

  ・都市部からＵＩＪターンにより人

材を確保する場合に、人材紹介に

係る手数料を助成 

  ［助成率］1/2 

［助成上限額］130 万円 

・副業・兼業で活用する場合に、副業･

兼業人材の移動等に要する経費を

助成 

  ［助成率］1/2 

  ［助成上限額］20万円 

  ・リーディングモデル事業として実

施する場合に限り、人材紹介に係

る手数料を助成     【新規】

②外国人を雇用する事業者等への支援 

外国人雇用に関する企業向けの情

報提供窓口を設置 

商工労働部 
[雇用政策課] 

83 しまねいきいき職 

場づくり推進事業 

60,174 県内企業における「働き方改革」を推進

し、ワークライフバランスの実現と職場

定着を促進（№81 一部再掲） 

①経営者向けセミナー 

経営者や管理職を対象としたセミ

ナー等を開催 

 ②スリーステージ研修 

   内定者、新入社員、若手社員（入社

３年以内）と段階的に研修を実施し、

企業の人材育成を支援 

③いきいき職場づくり支援補助金 

・人材育成や職場環境の改善の取組

を支援 

  ［助成率］ソフト 1/2、ハード 1/3 

  ［助成上限額］80万円 

・情報発信改善の取組を支援【新規】

  ［助成率］1/2  

  ［助成上限額］300 万円 

④しまねいきいき雇用賞 

雇用に関し優れた取組を行う企業

を知事表彰し、受賞企業の取組事例

を広く周知 

商工労働部 
[雇用政策課]
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

84 島根の職人育成事 

業 

20,611

[うち補正]

8,000

「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  

 ①就労体験事業  

県内の若年未就業者及び県外から

のＵ・Ｉターン者の就労体験にかか

る経費を助成 

  ［対象分野］  

   宮大工、左官、瓦葺き、建築板金、

  造園など、島根の伝統的生活様式 

  や在来工法などによる建築物など 

  に必要となる技能分野 

 ［体験期間］３か月～２年 

  ［実施主体］島根県技能士会連合会 

  ［体験者への助成内容］12 万円／月 

  ［受入先への助成内容］３万円／月 

②魅力発信事業 

  ・職人技の魅力をＨＰや動画で発信 

  ・職人技に関心を持ってもらうため

の体験イベントを開催  【新規】

商工労働部 
[雇用政策課]

85 多様な人材の雇

用・就業促進事業 

164,008

[うち補正]

2,911

就職等に向けた寄添い型支援により、

高齢者など多様な人材の活躍を促進  

①高齢者の活躍促進 

・ミドル・シニア仕事センターを設置

し、企業等での就職を支援 

・高齢者が地域社会で活躍できるよ

うシルバー人材センターの取組を

支援し、多様な就業機会を提供  

 ②障がい者の活躍促進 

・高等技術校や企業で職業訓練を実

施 

・特例子会社の設立を支援、障がい者

雇用に関するフォーラムを開催  

③若年無業者等に対する支援 

・しまね若者サポートステーション

を設置し、若年無業者の職業的自

立に向け、職業相談から就労、フォ

ローアップまで一貫して支援 

・就職氷河期世代を含む若年未就業

者に就労体験の機会を提供 

商工労働部 
[雇用政策課]
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

86 特別支援学校職業

教育・就業支援事

業 

12,798 特別支援学校高等部において、生徒の

希望や適性に応じた進路先の確保や就職

後の定着、技能向上に向けた取組を推進 

①進路指導の充実 

特別支援学校に非常勤講師を配置

し、進路指導に必要な時間を確保す

ることで、在校生の職場体験受入先

の開拓や卒業生のアフターケアなど

を実施 

［実施校］ 

    ６校（松江、出雲、浜田、石見、

益田、隠岐） 

 ②技能の向上 

合同学習や学習成果の発表を通し

て、生徒の意欲や職業スキルの向上

を促進 

教育委員会 
[特別支援教育

課]
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

87 しまねの建設担い

手確保・育成事業 

116,903 建設産業の担い手を確保・育成するた

め、建設産業団体等が行う就職促進等の

取組を支援 

①合同企業説明会・現場見学会の開催 

［助成額］1/4 

［助成上限額］100 万円 

②入職促進広報の支援 

若年者等の入職促進を目的とした

広報活動を支援 

［助成額］1/2 

［助成上限額］100 万円 

③「もっと女性が活躍できる建設業」協

働推進 

建設産業への女性の就職促進や定

着、家庭との両立に向けた取組を支

援 

［助成額］2/3 

［助成上限額］300 万円 

④女性活躍推進員の設置 

女性活躍推進員を配置し、建設事

業者に対する訪問相談、改善提案な

どを行うことにより、女性が活躍で

きる職場づくりを目指す取組を支援 

⑤外国人・障がい者雇用等による人材

確保支援 

［助成額］1/2 

［助成上限額］20 万円、100 万円 

⑥生産性向上のためのＩＣＴ設備導入

支援 

生産性向上による労働力不足の解

消、処遇改善及び建設産業の魅力向

上のため、ＩＣＴ活用工事の実施に

向けた機器等の導入を支援 

［助成額］1/3 

［助成上限額］ 

・機器等 100 万円 

・建機  500 万円   【拡充】 

⑦技能の向上を図るための活動の支援 

新規入職者向け研修会・公的資格

取得に関する講習会等の開催を支援 

［助成額］1/4 

［助成上限額］50 万円 

⑧除雪機械資格取得の支援 

除雪機械の運転手となる人材の育

成のため、資格取得経費を支援 

［助成額］1/3 

［助成上限額］20 万円 

土木部 
[土木総務課] 

[道路維持課]
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⑨経営基盤強化コーディネート 

担い手確保や生産性向上などの経

営基盤強化の取組に対する課題の整

理やフォローアップ、関係機関との

連携等を支援 

⑩事業継続力強化アドバイザーの派遣 

経営課題解決のために必要な知識

とスキルを有する外部専門家を派遣 
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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 予算額 概要 部局名 

88 男性の家事・育児

参加促進事業 

4,936 男性が家事・育児をすることが当たり前

として捉えられる社会機運を醸成すると

ともに、男性の主体的な家事・育児への参

加を図るための取組を実施 

①「おとう飯」による情報発信【新規】

  県産品を活用したメニューを作成

し、知事がサポーターとなって情報発

信 

②イクメン推進事業 

「家事手帳」、「パパの育児手帳」を

活用し、家事・育児の役割分担や技術

を身につけるためのセミナーを開催 

③企業に向けた男性の家事・育児参加促

進事業 

・職場における妊婦への配慮や子育

て家庭への支援について理解を深

めるため、職場において従業員を対

象とした講座を開催   【新規】 

・企業の人事担当者等に向けたセミ

ナーを開催 

④ワーク・ライフ・バランスキャンペー

ン 

ＣＭや特設サイトなどを活用した

広報を鳥取県と連携して実施 

政策企画局 
[女性活躍推進 

 課] 

89 しまね産前・産後

安心サポート事業 

31,652 市町村が取り組む産前・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 

①産前・産後訪問サポート事業 

一時的に家事・育児の援助が必要な

家庭に有償で家事・育児を支援 

［負担割合］県 1/2・市町村 1/2 

②産後のケア事業 

要支援な産婦などを産後１か月ま

でに早期に発見し、産後の専門的なケ

アを受けられる体制を充実 

［負担割合］県 1/2・市町村 1/2 

健康福祉部 
[健康推進課]
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

90 子ども（小学生）医

療費助成制度 

241,850

※医療費助

成への活

用可能額 

「しまね結婚・子育て市町村交付金」に

より、小学６年生までの子ども医療費助成

を支援し、子育て世帯の経済的負担軽減を

促進 

［自己負担上限額（１医療機関当たり）］

・入院 2,000 円／月 

・通院 1,000 円／月 

※市町村の独自の支援により無償

化の場合あり 

健康福祉部 
[健康推進課] 

[子ども・子育

て支援課] 

-54-



（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

91 不妊治療支援事業 85,917 不妊に悩む夫婦等の不妊治療等への参

加を後押しするため、治療費等の一部助成

や専門相談を実施 

①不妊治療費助成事業    【新規】

令和４年度から公的医療保険の対

象となる特定不妊治療について、保険

適用とならない治療のうち先進医療

として実施される治療に要する費用

の一部を助成 

［助成率］7/10 

［助成上限額］５万円／回 

※この他、公的医療保険適用への円滑

な移行のための経過措置として、年

度をまたぐ特定不妊治療（併せて男

性不妊治療を行う場合を含む）への

費用助成を実施 

②男性の不妊検査費の助成（県単独分）

［助成率］7/10 

［助成上限額］28,000 円／回 

③不育症の検査に要する費用を助成 

［助成上限額］５万円／回 

［負担割合］国 1/2・県 1/2 

④がん患者等に対する妊孕性温存療法

支援事業 

がん治療等により、妊孕性が損なわ

れる可能性のある患者に対し、妊孕性

温存療法に要する費用を助成 

［助成上限額］ 

国が定める治療法ごとの上限額 

［負担割合］国 1/2・県 1/2 

⑤妊娠・出産等相談事業   【拡充】 

「不妊専門相談センター」の相談体

制を強化 

・電話相談の対応時間を拡大 

・専門的な相談への対応を拡大 
（注）不育症：２回以上の流産、死産等を繰り返

す状態 

（注）妊孕性（にんようせい）：妊娠するための

機能、妊娠する能力 

健康福祉部 
[健康推進課]
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

92 結婚支援事業 138,715 縁結びボランティア「はぴこ」、しまね

コンピューターマッチングシステム「しま

コ」による結婚支援や市町村と連携した総

合的な結婚支援を実施 

①市町村の結婚支援の取組支援 

【拡充】

市町村の結婚支援体制の充実に加

え、しまね縁結びサポートセンター事

業への登録、活用等に向けた取組を支

援 

②しまね縁結びサポートセンター事業 

県内２か所に設置した「しまね縁結

びサポートセンター」で、男女の縁結

びをサポート 

・結婚の相談や情報発信 

・縁結びボランティア「はぴこ」の

活動支援 

・「しまコ」の利用拡大に向け、登録

料を女性は無料、男性は半額に期間

限定で引き下げ 

・会員数の増加等に対応するため、マ

ッチングを行うコーディネーター

の増員と相談ブースの拡張を実施 

【拡充】

・婚活イベントやセミナーなどの実

施 

・ふるさと島根定住財団と連携し

た、県外在住者への結婚支援 

③結婚・妊娠・出産に関する啓発・広報

・児童生徒に対する助産師・専門講

師による妊娠・出産やライフプラン

に関する講座を実施 

・若者の結婚に対する理解や関心を

高めるための啓発、広報を実施 

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 予算額 概要 部局名 

93 結婚・妊娠・出産・

子育ての切れ目な

い支援事業 

326,576 結婚・妊娠・出産・子育てに負担感や不

安を抱えている多くの若い世代が、安心し

て結婚・妊娠・出産・子育てできるよう妊

娠期から子育て期まで切れ目ない支援体

制を構築（№90一部再掲） 

①しまね結婚・子育て市町村交付金事業

 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」「医療費助成」等の経

費の一部を助成 

［基準額］ 

子どもや女性の数に応じて市町

村ごとの基準額を設定 

［助成率］1/2 

②「島根みんなで子育て応援賞」事業 

子育て応援に尽力されたボラン

ティア等に感謝の意を表すための

顕彰 

③「こっころメッセージ」贈呈事業 

子どもが誕生した家庭に祝意や

敬意を表するため、お祝いメッセー

ジと記念品を贈呈 

健康福祉部 
[健康推進課] 

[子ども・子育

て支援課]

94 第１子・第２子に

係る保育料軽減事

業 

237,242 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 

［基準額］国が定める保育料の基準額 

［交付率］基準額の 1/3 

［対象とする所得階層］ 

第３～４階層 

（所得割課税額 97,000 円未満） 

［負担割合］県 10/10 

健康福祉部 
[子ども・子育

て支援課] 

95 第３子以降保育料

軽減事業 

145,444 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 

［基準額］国が定める保育料の基準額 

［助成率］ 

・第４階層     基準額の 2/3 

・第５～８階層 基準額の 1/2 

［負担割合］県 1/2・市町村 1/2 

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 予算額 概要 部局名 

96 待機児童ゼロ化事 

業 
14,320 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 

［対象］ 

待機児童又は潜在的待機児童が発

生している市町村に所在する私立保

育所等 

［基準額］ 

受入可能な０・１歳児の数に応じて

人件費を助成 

・３人の受入可能 200,000 円／月 

・２人の受入可能 132,000 円／月 

・１人の受入可能  66,000 円／月 

［負担割合］県 1/2・市町村 1/2 

健康福祉部 
[子ども・子育

て支援課] 

97 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、施設・設備の整備費の一部を国制度と

連携して助成 

①国制度 

［負担割合］ 

・市町村が整備する場合 

国 1/3・県 1/3・市町村 1/3 

・社会福祉法人等が整備する場合 

国 3/10・県 3/10・市町村 3/10・

事業者 1/10 

②県制度（国制度に該当しない場合） 

［負担割合］ 

・市町村が整備する場合 

県 1/2・市町村 1/2 

・社会福祉法人等が整備する場合 

県 1/3・市町村 1/3・事業者 1/3

健康福祉部 
[子ども・子育

て支援課] 

98 小規模民間保育所 

運営対策事業 
49,291 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 

［対象］ 

定員割れが生じている利用定員 20

人の民間の小規模保育所 

［実施主体］ 

市町村 

［助成額］ 

平均在籍児童数に応じた額 

・11 人未満 3,185,000 円  

・11 人以上～13人未満 

2,772,000 円 等 

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 予算額 概要 部局名 

99 保育所等運営支援

事業 
5,093,033 新子育て安心プラン推進のため、待機児

童を解消するとともに、多様な保育・教育

を受けることができるよう「量の拡充」と

「質の向上」に向け、保育所等へ運営費を

給付 

・私立保育所等の運営に要する経費の

県負担分を市町村へ給付 

［負担割合］ 

国 1/2・県 1/4・市町村 1/4 

・保育士の処遇を改善 

健康福祉部 
[子ども・子育

て支援課] 

100 保育士の確保・定

着支援事業 

462,860

［うち補正］

232,408

新子育て安心プランを推進し、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 

①保育士の確保対策 

・保育士・保育所支援センターに保

育士バンクを設置し、潜在保育士に

対し復職に関する情報を提供 

・保育士養成施設の学生等を対象と

した就職説明会、県外ガイダンスを

実施 

・県外の学生が、県内の保育所を実

習先とする場合、実習等にかかる旅

費の一部を助成 

・保育士等の採用が困難な保育所等

を支援するため、人材派遣会社等と

連携し、保育士等の人材確保を推進

・保育士養成施設の学生を対象とし

て修学資金を貸付 

・石見・隠岐地域等の出身学生が県

内の保育士養成施設に進学する際

の家賃等を貸付 

②保育士等の定着対策 

・保育所や認定こども園等の勤務者

が必要とする資格の取得のための

受講経費等を支援 

・保育士の負担軽減、離職防止を図

るため、保育補助者等を雇用する経

費を助成 

・保育所等の管理職等を対象とし

た、働き方改革に関するセミナーの

実施 

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 予算額 概要 部局名 

101 地域の子育て支援

事業 

548,416 新子育て安心プラン推進のため、保育施

設を利用する子どもの家庭だけでなく、在

宅の子育て家庭を含む全ての家庭及び子

どもを対象とした支援を実施 

①地域の子育て支援事業 

一時預かり事業、延長保育事業等に

要する経費の県負担分を市町村へ助

成 

［負担割合］ 

国 1/3・県 1/3・市町村 1/3 他 

②しまねすくすく子育て支援事業 

交付金（メニュー方式）により、国

庫補助の対象とならない小規模な保

育や既存制度では対応できない子育

て家庭のニーズに対する市町村の取

組を支援 

［負担割合］県 10/10 

③子育て支援員の研修 

子育て支援員等を対象に必要な知

識や技能の習得を目的とした研修を

実施 

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 予算額 概要 部局名 

102 放課後児童クラブ

支援事業 

835,137 子育てしやすい環境整備を推進するた

め、放課後児童クラブの待機児童解消や

利用時間延長に向けた取組を支援 

①運営支援 

放課後児童クラブの運営や環境整

備、支援員等の処遇改善などに要する

経費の県負担分を市町村へ助成 

②待機児童対策 

・利用定員を増やす場合に必要な運

営費や改修等の経費の一部を助成 

※利用時間延長を実施する場合の

改修費等の補助基準額を加算 

・国の補助制度と協調し、市町村、社

会福祉法人等が行う放課後児童ク

ラブの施設整備費の一部を助成 

・保育所等による放課後児童預かり

に必要な経費の一部を助成 

【新規】

・保育所整備に併せて、放課後児童ク

ラブを一体的に整備する保育所に

対して、施設整備費の一部を助成 

【新規】

③利用時間延長対策 

放課後児童クラブが閉所する時間

を、平日 19 時以降、夏休み期間中等

の長期休業中に開所する時間を７時

30 分以前とするために必要な人件費

の一部を助成 

④放課後児童支援員等確保対策 

・放課後児童支援員認定資格研修の

拡充を継続 

・放課後児童クラブへの巡回支援や、

児童クラブの充実に向けた施策の

企画、調整等を行う「放課後児童ク

ラブスーパーバイザー」を配置 

・人材派遣会社や市町村と連携し、不

足している放課後児童支援員の確

保対策を実施 

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 予算額 概要 部局名 

103 放課後児童クラブ

の整備促進 

［制度拡充］ 放課後児童クラブの整備を促進するた

め、国の令和３年度補正予算による支援の

拡充を踏まえ、放課後児童クラブ整備に伴

う市町村及び社会福祉法人等の負担を軽

減 

［負担割合］ 

・市町村による整備 

国 5/6・県 1/8・市町村 1/24 

・社会福祉法人等による整備 

国 5/8・県 13/48・市町村 1/16・ 

法人等 1/24 

※国の令和３年度補正予算分で採択

された事業に限る 

健康福祉部 
[子ども・子育

て支援課] 

104 みんなで子育て応

援事業 

13,705 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 

・こっころパスポートの普及や利用拡

大に伴い、サービスを提供いただく協

賛店の登録促進を強化 

・「こっころ講師」を派遣し、子育て支

援に取り組む民間団体（こっころ隊）

の活動を支援 

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 予算額 概要 部局名 

105 在宅心身障がい児

援護事業 

78,141 重症心身障がい児（者）等の在宅生活を

支援 

①巡回等療育支援事業 

巡回又は送迎により、重症心身障が

い児（者）へのサービスを提供する事

業所へ経費を助成 

②サービス基盤整備事業 

重症心身障がい児（者）を受け入れ

るために、看護職員等を雇用する事業

所へ経費を助成 

③医療的ケア児支援体制整備事業 

各種サービスや支援を調整するコ

ーディネーターを養成 

④医療的ケア児支援センター運営事業 

【新規】

広域的・専門的な相談支援を行う

「医療的ケア児支援センター」を設置

⑤非常用電源確保対策事業 

災害時における在宅障がい児（者）

の人工呼吸器等の電源確保を支援 

⑥その他 

関係団体への活動支援、支援者研修

会の開催 

健康福祉部 
[障がい福祉課]

106 発達障がい者支援

体制整備事業 

91,016 発達障害者支援センターを中心として

発達障がい者をライフステージに応じて

支援 

①本人及び家族への支援 

   本人等への専門的な相談支援、ペア

レントメンターの養成、成人期の自立

や就労支援のための研修 

②市町村を中心とした体制整備への支 

 援 

   地域支援マネジャーによる専門的

な指導･助言 

③初診前アセスメントの実施 【拡充】

   早期支援のため、初診前に心理職に

よる事前問診･検査を実施 

④人材育成及び県民への普及啓発 

   保育士や事業所職員等への専門研

修、啓発フォーラムの開催 

健康福祉部 
[障がい福祉課]
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

107 子どもの心の診療

ネットワーク事業 

17,840 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]

108 生活困窮者支援・

子どものセーフテ

ィネット推進事業 

9,150 貧困世帯等の子どもと保護者の孤立化

を防ぐため、居場所づくりや学習支援等を

実施 

１ 支援につなぐ取組の推進 

  ＳＮＳを活用し、支援制度の周知や相

談支援へのつなぎを推進 

２ 子どもの居場所創出等支援 

①子どもの居場所支援拠点の設置 

子どもの居場所創出を支援し、地域

全体で子どもとその保護者を支える

仕組みを構築 

・子どもにかかわる様々な機関を対

象に、適切な支援に向けた研修会

を開催 

・「子どもの居場所づくりコーディ

ネーター」の養成講座を開催 

・子ども食堂開設者の情報交換会を

開催

②子ども食堂開設支援

子ども食堂の開設・拡充に向けた支

援を実施

・子ども食堂の開設等を検討する際

に相談・助言を行う「居場所づくり

アドバイザー」を派遣

・子ども食堂の開設・拡充の際に必要

な経費の一部を支援

［助成上限額］ 

・新規開設 50 万円／箇所 

・既設拡充 20 万円／箇所 

［負担割合］県 1/2・市町村 1/2 

③学習支援事業 

家庭での学習が困難な子どもを対

象とした学習支援を行う市町村の取

組を支援 

［助成率］1/2 

［助成上限額］50 万円 

健康福祉部 
[地域福祉課] 

教育委員会 
[人権同和教育

課]

-64-



（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

109 幼児教育総合推進

事業

17,132 幼稚園教諭・保育士及び市町村担当者

等の研修支援の充実やアドバイザー等に

よる訪問指導により、全県的に幼児教育

の質を向上 

・幼児教育担当指導主事及び幼児教育 

アドバイザーによる訪問指導の実施 

・県主催研修の実施や市町村が実施す 

る研修の支援 

健康福祉部 
[子ども・子育

て支援課] 

教育委員会 
[教育指導課]

110 インクルーシブ教

育システム構築事

業 

118,065 全ての学びの場で特別支援教育を充実

させることで、障がいのある子どもの自

立と社会参加を促進するとともに、地域

を支える人材を育成 

①発達障がいの可能性のある子どもへ

の支援事業 

特別支援学校の教員などの専門性

を活用し、小中学校等への相談・支援

を強化 

②高等学校特別支援教育充実事業 

・県立高校において、障がいにより 

学習や生活に困難さがある生徒が

適切な指導を受けられるよう、巡

回指導を行う教員を拠点校に配置

し、通級指導を充実   【拡充】

・合理的配慮アドバイザーを県教育

委員会に配置 

③切れ目ない支援体制整備事業 

関係機関と連携し、個別の教育支

援計画の作成などによる引継ぎ体制

を充実 

④特別支援学校機能向上事業 

安全で安心な医療的ケア実施に向

けた学校看護師の配置等の体制を整

備            【拡充】

⑤特別支援学校と地域の連携強化事業 

              【新規】

地域活動やスポーツ文化活動を通

じて、教育活動を地域に広げる取組

を実施 
（注）インクルーシブ教育システム：障がいのある者と

障がいのない者が共に学ぶ仕組み 

教育委員会 
[総務課] 

[学校企画課] 

[特別支援教育

課] 
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

111 特色ある学校づく

りを支援する少人

数学級編制

927,016 国において小学校の学級編制の基準を

令和３年度から学年進行で見直し、全学

年を 35 人にする方針を踏まえ、以下のと

おり対応 

①小学１・２年及び中学１年 

Ｒ２年度の県の見直し方針に基づ

き、学級編制を実施（学校の実態等を

踏まえ、常勤講師又は非常勤講師を

配置することも可能） 

・小学１年 30 人学級編制 

・小学２年 32 人学級編制 

・中学１年 35 人学級編制 

②小学４年～６年 

国制度変更を踏まえた対応とし

て、35 人学級編制を実施 

③中学２・３年 

Ｒ２年度の県の見直し方針に基づ

き、38 人学級編制を実施 

④課題解決・制度改正対応のための加 

配 

児童生徒支援、教科指導方法工夫

改善及び人材育成に関わる、学校の

抱える課題の解決に取り組む指導体

制を支援するための加配 

※上記による少人数学級編制等に伴う

加配教員数 140 人 

教育委員会 
[学校企画課] 

112 学校司書等による

学びのサポート事

業 

160,137 小中学校の学校図書館を拠点に児童生

徒一人一人に寄り添った学びの支援を行

うため、「学びのサポーター」または「学

校司書」を配置する市町村を支援 

①市町村配置経費への助成 

［助成率］ 

・学びのサポーター 

市 1/2・町村 2/3 

・学校司書 

    市町村 1/3 

②市町村職員への研修支援 

  学びのサポーターの資質向上に向

けた研修会を開催

教育委員会 
[教育指導課]

-66-



（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

113 しまね長寿・子育

て安心住宅リフォ

ーム助成事業 

171,500 既存住宅のバリアフリー又は子育てに

資するリフォームに要する経費の一部を

助成 

［助成対象］ 

下記のいずれかの改修であって、

新型コロナウイルス感染防止等対応

に係る工事費が対象工事費の 1/4 以

上であるもの 

・バリアフリー改修 

60 歳以上の者又は障がい者が居

住する住宅 

・子育てに資する改修 

子育て世帯が居住する又は近居

する住宅 

［助成対象住宅の条件］ 

下記のいずれかの住宅であって、

耐震性能を有するもの又は改修によ

り一定の耐震性能を有するものとな

ること 

・一戸建て住宅 

・分譲マンションの住戸（区分所有

されているもの） 

［助成率］1/4 

［助成上限額］25 万円 

・子育て世帯とその親世帯が同居又

は近居する場合   10 万円加算 

・耐震改修を行う場合 30 万円加算 

・空き家バンク登録住宅を購入して

改修する場合    10 万円加算 

［助成予定戸数］550戸 

［事業主体］島根県建築住宅センター 

［施工者］県内に本店を有する事業者 

土木部 
[建築住宅課] 
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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 予算額 概要 部局名 

114 中山間地域総合対

策推進事業 

（小さな拠点づく

りの推進） 

136,615 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 

特に人口減少の進んだ複数のエリアに

わたる取組や課題解消に向けた活動の着

手と活動の内容や範囲の拡大、継続を図

る市町村を支援 

①住民主体の議論の喚起 

「しまねの郷づくり応援サイト」の

運用 

②地域づくり人材の育成・確保 

・集落支援員等のスキルアップのた

めの研修会の実施 

・地域運営組織の実践者等を対象に

した先進地での現場研修会の実施 

③生活機能の確保に向けた具体的な取

組の推進 

・取組の充実や継続に向けた人材配

置や活動を支援 

※複数のエリアにわたる取組につ

いては、県の助成率を嵩上げし、

取組を推進 

・取組の拠点となる施設整備を支援 

④モデル地区による取組の推進 

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、取組を重点的に支援 

⑤今後の中山間地域対策のための調査 

中山間地域における医療、買い物、

生活交通などの現状や課題、ニーズ

等について住民向け調査を実施 

地域振興部 
[中山間地域・

離島振興課]
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

115 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） 

37,421 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、取組を重

点的に支援（№114 一部再掲） 

①モデル地区推進事業総合補助金 

［助成対象事業］ 

モデル地区における生活機能確

保のため、市町村が実施する事業 

［助成率］市町村負担の 2/3 

［事業費上限］ 

１地区当たり５年間で 1.5 億円 

※ハード事業１億円 

ソフト事業 0.5 億円の範囲内 

ただし、ハード事業は過疎債充

当事業に限る 

［既選定市町村］ 

安来市、江津市、邑南町、大田市

②情報発信事業  

・モデル地区の取組紹介リーフレッ

トを地域づくりの担い手など広く

県民に配布 

・モデル地区をはじめとした「小さな

拠点づくり」に取り組む地区の事

例報告会の実施     【新規】

地域振興部 
[中山間地域・

離島振興課]
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

116 新規 中山間地域総合対

策推進事業 

（中山間地域空き

家対策モデルの推

進） 

19,892 中山間地域・離島における空き家流通

の新たな仕組みづくりや地域運営組織と

の連携による空き家活用の取組を支援

（№114 一部再掲） 

①中山間地域空き家流通促進モデル事

業補助金 

［助成対象事業］ 

建築事業者等と連携し、不動産

専門業者がいない地域で空き家を

流通させるため、市町村が実施す

る事業 

［助成対象経費］ 

空き家の活用に向けた調査・連絡

調整費、不動産登記等に係る事務

手続き費用など 

［助成率］市町村負担の 3/4 

②中山間地域空き家活用促進モデル事

業補助金 

［助成対象事業］ 

地域運営組織と連携し、空き家

をお試し住宅等に改修し、地域外

からの定住者を確保するため、市

町村が実施する事業 

［助成対象経費］ 

空き家の改修費、空き家の活用に

向けた調査・連絡調整費など 

［助成率］市町村負担の 2/3 

地域振興部 
[中山間地域・

離島振興課]
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

117 多様な担い手確

保・育成支援事業 

81,055 県内の農業の担い手不在集落（約 1,040

集落）を解消するため、集落営農組織の新

規設立や新たな地域の担い手となる者の

経営確立を総合的に支援 

１ 担い手不在集落解消支援 

①組織化等支援 

担い手不在集落での組織化に向か

う活動や農地を維持できる仕組みづ

くりを支援（ソフト・ハード） 

［助成率］市町村負担額の 1/2 

［助成上限額］事業費の 1/3 

②定年等帰農者営農開始・定着支援 

担い手不在集落で新たに営農を開

始する者の経営確立を支援 

［助成率］６万円／月、最長２年 

       機械整備 1/3 

③近隣の担い手による営農支援 

近隣の担い手による担い手不在集

落での営農のかかり増し経費や営農

機械の購入を支援 

［助成率］50 万円／１集落 

       機械整備 1/3 

２ 地域農業人材育成支援 

①集落営農雇用支援 

50 歳以上 65 歳未満の者を雇用す

る集落営農法人での現場研修を支援 

［助成率］５万円／月、最長２年 

②半農半集落営農支援 

集落営農組織のオペレーターと自

営のトータルで担い手としての活動

を行う者への経営確立を支援 

［助成率］６万円／月、最長２年 

③半農半Ｘの活動を支援 

半農半Ｘの活動を支援 

［助成率］就農前研修 12 万円／月  

定住定着 ６万円／月  

いずれも最長１年 

機械整備 1/3 

農林水産部 
[農林水産総務

課] 
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

118 日本型直接支払制

度 

2,930,524 中山間地域等の多面的機能を確保する

ため、農業生産活動等の維持に取り組む

地域を支援 

①中山間地域等直接支払制度 

農業生産条件の不利な中山間地域

等において、集落協定に従い農業生

産活動を行う農業者等を支援 

②多面的機能支払交付金 

農地の維持、水路や農道の補修等

の地域資源の向上等により、多面的

機能の維持・発揮を図る農業者等を

支援 

農林水産部 
[農林水産総務

課] 

119 野生鳥獣被害対策

事業 

276,364 鳥獣被害対策に関する国交付金を市町

等に配分するとともに、県として地域ぐ

るみで鳥獣被害対策やニホンジカ対策を

実施 

①地域ぐるみでの被害対策 

被害削減に意欲のある集落等を指

定し、県が直接対策・指導を実施 

［対象者］ 

被害対策に意欲ある集落等 

②中国山地のニホンジカ対策 

   生息頭数が増加し、今後、被害拡大

の可能性がある中国山地のニホンジ

カの捕獲事業を実施 

③ジビエ活用や新たな鳥獣被害対策 

市町村が実施する有害鳥獣のジビ

エ活用やニホンジカ・サルなどの新

たな鳥獣被害対策を支援 

④野生鳥獣の大量出没に備え、県民の

安全確保、被害防止対策、捕獲強化等

を実施 

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 

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 予算額 概要 部局名 

120 島根県立大学浜田

キャンパス新学部

設置事業 

24,887  令和３年４月に新学部（国際関係学部

及び地域政策学部）を設置し、地域社会や

国際社会の多様な分野において活躍する

人材を育成 

総務部 
[総務課]

121 しまねの自然公園

満喫プロジェクト

推進事業 

129,855

[うち補正]

20,000

大山隠岐国立公園をはじめ、県内の自

然公園において、国や市町村等と連携し、

快適な利用環境の整備や体験プログラム

の造成、情報発信を行い、観光誘客を促進

①自然公園を活用した誘客促進補助金 

自然公園を活用した体験プログラ

ムの拡充や、周遊促進などの取組を

支援し、県内の自然公園への誘客を

促進 

［助成対象者］ 

・しまねの自然公園満喫プロジェ

クトを推進する地域協議会 

・観光協会 

・法人 

・法人格を持たない民間団体 

 ※いずれも県内団体に限る 

［助成対象経費］ 

事業の実施に必要な経費（商品

開発や販路開拓に必要な催行費、

導入運営費、活動費等） 

［助成率］1/2 

［助成上限額］500 万円 

②自然公園の魅力発信 

国内外から誘客を促進するため、

県内の自然公園の魅力をホームペー

ジ等で発信 

③受入れ環境の整備 

遊歩道、案内標識など安全・安心で

快適に滞在できる環境を整備 

環境生活部 
[自然環境課]
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

122 隠岐ユネスコ世界

ジオパーク活用推

進事業 

152,739

[うち補正]

10,000

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 

・隠岐ユネスコ世界ジオパーク推進協

議会によるガイド養成、広報等を支

援 

・子どもたちが隠岐諸島の魅力を知り、

学ぶ体験学習を開催 

・世界ジオパーク再認定に向けた施設

整備等を実施 

・隠岐の島町、海士町のジオパーク拠点

施設、中核施設の整備費を支援 

環境生活部 
[自然環境課]

123
宍道湖・中海賢明

利用推進事業 

8,669 宍道湖・中海の湖沼環境の保全と賢明

利用を推進 

①水辺に親しむ環境教育・普及啓発事

業 

小中学生を対象とした宍道湖や中

海に流入する身近な川の調査や、湖

沼モニターによる湖沼環境の評価

を実施 

②ラムサール・大型水鳥啓発事業 

・鳥取県と連携し、こどもラムサー

ル交流会等を実施 

・水鳥観察会等の実施 

・中海・宍道湖一斉清掃の実施 

③大型水鳥を活用した広域ネットワー

ク支援事業 

民間団体、関係市及び県で構成す

る協議会による、トキやコウノトリ

の生息環境づくりや普及啓発の取組

を支援 

環境生活部 
[環境政策課]
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

124 未来へ引き継ぐ石

見銀山保全事業 

83,364 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 

①世界遺産総合調査研究事業 

・基礎調査研究 

・テーマ別調査研究 

②世界遺産保存整備事業 

・史跡等の整備・修理 

・拠点施設運営補助 

③世界遺産総合情報発信事業 

世界遺産情報発信、講座等開催 

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 予算額 概要 部局名 

125 島根県再生可能エ

ネルギー利活用総

合推進事業 

81,223 「島根県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 

①事業化に向けた可能性調査等の経費

を助成 

 ［助成率］1/2 以内（上限 500 万円）

②小水力発電可能性調査を実施 

【新規】

③再生可能エネルギーによる地域活性

化支援事業 

・自治会等が地域活性化を目的とし

て導入する設備導入の経費を助成 

［助成額］150 万円以内（蓄電池設

置は 10 万円を加算） 

・発電事業者が雇用創出や地域貢献

に併せて取り組む設備導入の経費

を助成 

［助成額］500 万円以内 

④住宅用太陽光発電等の設備導入費を

助成した市町村に対して経費を助成 

・住宅用太陽光 

   ［助成額］１万円／kW（上限４万円）

ただし、市町村が１万円／kW

以上の上乗せ助成制度を設けて

いる場合は、２万円／kW（上限８

万円）に引き上げ   【拡充】 

    ・木質バイオマス熱利用 

   ［助成率］市町村補助額の 1/2 以内

  （上限 40 万円）

・太陽熱等利用設備、林地残材の集積装置

［助成率］1/2 以内（上限 30 万円）

・蓄電池設備（既設太陽光への設置も

可）          【拡充】

   ［助成額］10 万円（定額） 

⑤家庭用燃料電池（エネファーム）の普

及を図るため、モデル的に導入経費

を助成 

［助成額］10 万円（定額） 

⑥講師派遣、再生可能エネルギー教室

等の実施 

地域振興部 
[地域政策課]

企業局 

-76-



（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

126 中山間地域総合対

策推進事業 

（スモール・ビジ

ネスの推進） 

61,472 「小さな拠点づくり」の推進に加え、中

山間地域・離島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 

①専門家による経営指導や技術指導を

実施 

②専門的な講座の実施や個別の課題に

対する伴走支援 

③商品力向上や認知度向上のための取

組に係る経費を支援 

［助成対象者］ 

・県内の中山間地域に主たる事業

所がある法人・団体及び住所が

ある個人 

・市町村（事業者向け補助事業を実

施する場合） 

［助成対象事業］ 

・商品の原材料となる農林水産物

の栽培、育成等 

・地域の産品を活用した商品の加

工・製造・販売 

・地域の自然環境等を活用したサ

ービスの提供 等 

［助成対象経費］ 

商品企画開発、販路開拓等経費、

施設・設備等整備、修繕経費 

［助成率］1/2 

［助成上限額］250 万円 

④産直市等がインターネットを活用し

て地域産品を販売する取組等を支援 

【新規】

地域振興部 
[中山間地域・

離島振興課] 
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

127 産地創生事業 168,534 地域の資源や強みを活かした、特色あ

る産地を育成するため、生産・販売の拡大

や、新たな担い手が安定的に加わるよう

マーケットインを意識した産地構想の策

定や６次産業化、スマート農業、労働力確

保、輸出等の取組を集中的に支援（№８再

掲） 

①産地構想作成・ブラッシュアップ支

援事業 

［事業実施主体］ 

産地協議会又はその構成員 

［助成対象経費］ 

市場調査、専門家招へい等に要

する経費 

［助成額］定額 50万円 

②産地構想実行支援事業 

［事業実施主体］ 

産地協議会又はその構成員 

［助成対象経費］ 

商品開発、施設整備等に要する

経費 

  ［助成金額算定対象］ 

    総事業費のうちの産地の負担と

なる額 

（総事業費） 

産地構想の実行に要する経費

の合計 

・国庫補助事業費 

・他の県補助事業の対象となら

ない事業費（県補助事業は対象

外） 

［助成率］ 

補助対象経費の1/2を基本とし、

市町村が連携加算補助を行う場

合、県も同額を追加補助すること

で最大で産地の負担を総事業費の

25％まで圧縮可能 

［助成上限額］ 

5,000 万円／３年度／産地協議

会 

農林水産部 
[産地支援課]

128 地魚消費拡大対策

事業 

4,800 全国的に評価が高いにもかかわらず、

県内での認知度が低い県産水産物の県内

飲食店での提供を促すことで、県民・観光

客の認知度向上と消費拡大を推進 

農林水産部 
[沿岸漁業振興

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 予算額 概要 部局名 

129 出雲縁結び空港の

機能拡充・利用促

進 

470,390 保安施設の強化及び老朽化した灯火施

設の更新や利用促進に向けた事業を実施 

・場周柵など保安施設の強化 

・灯火施設の更新 

・滑走路端安全区域の整備 

・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] 

土木部 
[港湾空港課]

130 萩・石見空港の利

用促進・機能拡充 

1,250,764

［うち補正］

69,645

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す

るほか、老朽化した滑走路等の整備を実

施（№43、61 一部再掲） 

１ 誘客促進対策 

①イン・アウト対策     【拡充】

・乗客数確保に向けた旅行商品造成

等の支援、ＰＲ等を実施 

・ビジネス等個人利用の促進 

②政策課題への対応 

・石見臨空ファクトリーパークに特

化した企業誘致専門員を首都圏に

１名配置 

・県外企業を対象とした萩・石見空

港を利用した石見臨空ファクトリ

ーパーク等の工業団地の視察ツア

ーを開催 

・中山間地域の高校をめぐるバスツ

アーの実施 

・グラントワを活用したイベントの

開催 

２ 滑走路等の整備 

 ・老朽化した滑走路等の舗装改良 

 ・灯火施設の更新 

地域振興部 
[交通対策課] 

環境生活部 
[文化国際課] 

商工労働部 
[観光振興課] 

[企業立地課]

土木部 
[港湾空港課]

教育委員会 
[教育指導課] 

131 隠岐世界ジオパー

ク空港の利用促進 

10,268 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] 
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

132 簡易・小規模なほ

場整備の促進 

23,933 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（№９一部再掲）

①水田園芸推進支援 

・新たに水田園芸に取り組むための

排水対策等の実証に係る経費を支

援  

［助成率］1/2 

・水田園芸の推進を目的とした基盤

整備事業に係る地元負担を実質無

償化するための支援 

［助成率］対象事業費の 12.5％ 

②担い手不在集落解消支援 

  担い手不在集落の解消を目的とし

た基盤整備事業に係る地元負担を実

質無償化するための支援 

［助成率］対象事業費の 12.5％ 

農林水産部 
[産地支援課] 

[農村整備課] 
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

133 林内路網整備事業 150,000 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、森林作業道及び作業ヤードの整備を

支援 

①森林作業道整備 

  ［事業実施主体］林業事業体 

 ［助成額］ 

   2,000 円／ｍ、1,000 円／ｍ 

②作業ヤード整備 

［事業実施主体］ 

  市町村等、林業事業体 

 ［助成額］50万円／箇所 

③排水施設整備 

［事業実施主体］ 

  市町村等、林業事業体 

 ［助成額］２万円／箇所 

農林水産部 
［森林整備課］ 

134 市町村の遊休施設

を活用した貸オフ

ィス・貸工場整備

支援事業 

10,000  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 

（№63 再掲） 

 ［助成率］10分の 1.5 

 ［上限額］貸オフィス 1,000 万円 

      貸工場   5,000 万円 

商工労働部 
[企業立地課]

135 山陰道の整備促進 

（直轄事業負担

金） 

5,925,000

[うち補正]

925,000

山陰道の早期開通を目指して整備を促

進 

（令和３年 12 月の供用率 66％） 

土木部 
[高速道路推進

課] 

136 浜田港の機能拡充 

（一部特別会計） 

813,900

[うち補正]

21,000

国際物流拠点としての機能を強化する

ため、港湾施設の整備を実施 

・国際コンテナの取扱量増加に対応し

た福井地区上屋（荷捌き倉庫）整備 

・臨港道路「福井・長浜線」の整備 

土木部 
[港湾空港課]

137 日本海側内航ＲＯ

ＲＯ船定期就航化

推進事業 

5,000 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、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の課題の検証及

び分析を実施 

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 予算額 概要 部局名 

138 島根県立大学浜田

キャンパス新学部

設置事業 

24,887 令和３年４月に新学部（国際関係学部

及び地域政策学部）を設置し、地域社会や

国際社会の多様な分野において活躍する

人材を育成（№120 再掲） 

総務部 
[総務課]

139 公立大学法人島根

県立大学運営費交

付金 

1,999,463  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]

140 私立学校経営健全

性確保事業 

1,474,148  生徒数による配分や教育改革のほか、

県内就職の促進、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]

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 予算額 概要 部局名 

141 私立学校生徒確保

事業 

97,287  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 

 ①高等学校等授業料減免支援 

   高等学校等就学支援金制度の対象

者に対し、就学支援金の上乗せ支援

を行い、家庭の教育費負担を軽減 

  ［助成対象世帯］ 

年収約 590 万円以上 910 万円未

満の世帯 

［助成額（上乗せ支援額）］ 

2,500 円／月・人 

（国制度による支援金 9,900 円／

月・人に上乗せ） 

 ②魅力と特色ある学校づくり推進事業 

   学習環境の向上など、魅力化や特

色化につながる設備整備を支援 

 ③私立専修学校生徒確保支援事業 

   ＷＥＢを活用したオープンキャン

パス開催や学校の紹介動画作成等の

取組を支援 

［助成対象者］私立専修学校 

［助成対象経費］ 

バス借上経費、オープンキャン

パス参加旅費助成、学校説明会参

加費、広報費等 

［助成率］1/2 

［助成上限額］ 

 220 万円／校 

※入学生徒数が前年と比較して

増加している学校は、上限額

50 万円／校を加算  【拡充】

総務部 
[総務課]

142 活動団体の自立促

進と活性化事業 

31,015  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] 

143 しまね社会貢献推

進事業 

21,685  県民の社会貢献活動をさらに推進する

ため、しまね社会貢献基金の活用などに

より、ＮＰＯ法人やその他団体が行う社

会貢献活動を支援 

環境生活部 
[環境生活総務 

 課] 
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

144 消費者行政推進・

強化事業 

27,654 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 

①県事業 

 ・民法の成年年齢引下げ後の若年者

の消費者トラブル被害防止のため

の啓発推進 

 ・社会や環境等に配慮した消費行動

（エシカル消費）の普及啓発 

 ・消費生活に関する県民意識調査の

実施 

②市町村事業（市町村への助成） 

 ・市町村の消費生活相談窓口の機能

強化 

 ・地域における消費者教育、啓発活 

  動の支援 

 ・研修参加支援 

環境生活部 
[環境生活総務

課] 
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

145 多文化共生推進事

業 

40,000 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、外国人住民と日本

人住民が共に支え合う地域づくり等を推

進 

①日本語学習環境の整備   【拡充】

日本語学習の機会を提供するた

め、地域訪問型・企業訪問型に加えオ

ンライン型による日本語教室を開催 

［オンライン型日本語教室］ 

学習者の日本語能力に合わせて

基礎コースとレベル別コースによ

り実施 

②多言語によるワンストップ型相談窓

口の設置         【拡充】

［拡充概要］ 

・相談件数の増加、相談内容の複雑

化に対応するため、相談窓口コ

ーディネーターを追加配置 

・ＳＮＳによる相談体制を整備 

［設置場所］ 

 （公財）しまね国際センター（松江）

 ③専門家と連携した相談体制の整備 

多様化する相談に対応するため、

弁護士・臨床心理士との連携体制を

整備 

④医療通訳の養成・確保 

医療機関での診療や手続き等の支

援を強化するため、医療通訳を養成 

⑤「外国人地域サポーター」の配置 

  行政・支援団体等との橋渡し役と

してサポーターを配置 

⑥外国人住民への情報発信 

ＳＮＳを活用した情報伝達を実施 

⑦多文化共生意識の醸成 

市町村と連携し、外国人住民向け

のイベントや日本人住民向けセミナ 

ーを開催 

環境生活部 
[文化国際課]
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

146 文化芸術振興支援

事業 

35,772 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 

 ①島根県民文化祭の開催 

   県総合美術展（県展）、硬筆アート

展、文芸作品公募、文芸フェスタ 

 ②文化芸術次世代育成支援事業 

   文化芸術団体による子どもたちへ

の発表機会や鑑賞機会の提供、ワー

クショップの実施 

環境生活部 
[文化国際課]

147 生涯スポーツ推進

事業 

34,866 県民の誰もが生涯にわたってスポーツ

に親しむことができるよう、スポーツを

する機会の提供などを実施 

 ・広域スポーツセンターの運営 

 ・健常者と障がい者が交流するスポー

ツ・レクリエーション活動や地域団

体と連携し運動好きな子どもを育て

る取組を推進 

環境生活部 
[スポーツ振興

課] 

148 県民参加による自

然保護活動事業 

3,812  身近な地域の貴重な自然や自然公園等

を住民自らが守り、活用、啓発していく自

発的なボランティア活動を支援 

 ①自然保護ボランティア育成事業 

   自然解説及び自然観察指導を行う

ことができる自然体験ガイドの養成

研修を実施 

 ②自然公園等ボランティア支援事業 

   自然公園等の保全活動を行ってい

るボランティア団体等と連携し、自

然保護及び普及啓発活動を実施 

環境生活部 
[自然環境課]

149 島根県グローカル

人材育成支援事業 

10,000  多様な視点を有し、意欲のある若者の

県内定着を促進するため、県内企業での

インターンシップと海外留学を組み合わ

せたプログラムを実施（№60 再掲） 

商工労働部 
[産業振興課] 

-86-



（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

150 インクルーシブ教

育システム構築事

業 

118,065 全ての学びの場で特別支援教育を充実

させることで、障がいのある子どもの自

立と社会参加を促進するとともに、地域

を支える人材を育成（№110 再掲） 

①発達障がいの可能性のある子どもへ

の支援事業 

特別支援学校の教員などの専門性

を活用し、小中学校等への相談・支援

を強化  

②高等学校特別支援教育充実事業 

・県立高校において、障がいにより学

習や生活に困難さがある生徒が適

切な指導を受けられるよう、巡回

指導を行う教員を拠点校に配置

し、通級指導を充実   【拡充】

・合理的配慮アドバイザーを県教育

委員会に配置 

③切れ目ない支援体制整備事業 

関係機関と連携し、個別の教育支

援計画の作成などによる引継ぎ体制

を充実 

④特別支援学校機能向上事業 

安全で安心な医療的ケア実施に向

けた学校看護師の配置等の体制を整

備            【拡充】

⑤特別支援学校と地域の連携強化事業 

              【新規】

地域活動やスポーツ文化活動を通

じて、教育活動を地域に広げる取組

を実施
（注）インクルーシブ教育システム：障がいのある者と

障がいのない者が共に学ぶ仕組み

教育委員会 
[総務課] 

[学校企画課] 

[特別支援教育

課] 
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

151 働き方改革の推進 450,552 教職員が子どもに向き合える時間を確

保し、教育の質の向上等を図るため、地域

の幅広い人材を活用しつつ、教職員の働

き方改革を実施 

１ サポート人材の配置 

  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、教

員が行う事務作業や部活動指導等をサ

ポートする人材を配置 

①スクール・サポート・スタッフ配置事

 業 

 公立小中学校の教員が行う事務作

業を代わって行うサポートスタッフ

を配置する市町村に対し助成 

［負担割合］国 1/3・県 2/3 

②県立高校業務アシスタント配置事業 

 県立高校の教員が行う事務作業を

代わって行う会計年度任用職員を配

置 

［負担割合］県 10/10 

③部活動地域指導者活用支援事業 

 公立中学校・県立高校の部活動に

おいて、専門的な指導者がいない場

合などに部活動指導員・地域指導者

を活用する学校を支援 

［負担割合］ 

 ・部活動指導員（単独指導・引率可）

  中学校 国 1/3・県 1/3・市町村 1/3

    県立高校 県 10/10 

  ・地域指導者（単独指導・引率不可）

  中学校 県 2/3・市町村 1/3 

    県立高校 県 10/10 

２ 校内業務改善コンサルタント養成事

業             【新規】

  学校内で働き方改革のための具体的

な取組を進める牽引役となる人材（校

内業務改善コンサルタント）を育成す

るため、専門家による講義・ワークショ

ップや個別支援を実施 

 ［Ｒ４予定］ 

 対象校２０校程度 

  （５地域×小・中・高・特支） 

３ 寄宿舎における外部舎監配置 

【拡充】

寄宿舎における舎監業務を教員から

外部舎監に置き換え 

教育委員会 
[学校企画課] 
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

152 県立高校主幹教諭

等の配置 

141,198 県立高校に高大連携を推進するための

主幹教諭等を配置 

①主幹教諭の配置（県単加配） 

学校全体での授業改善の取組や、

地域との協働に加え、県内大学等と

の高大連携や入試改革に適応した学

力の底上げなどの取組を推進するた

め、教科・分掌の垣根を越えてリード

できる管理的職階にある主幹教諭を

全ての普通科高校に配置 

［Ｒ４予定］18人→21人 

②高大連携推進員の配置 

総合型・推薦型選抜による県内大

学への入学を希望する生徒の進路実

現を図るため、松江、出雲、石見エリ

アに各１名配置 

教育委員会 
[学校企画課]

[教育指導課] 

153 帰国・外国人児童

生徒等教育の推進

支援事業 

155,879  日本語指導が必要な児童生徒への支援 

 ①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 

  ・「特別の教育課程」による日本語指

導の実施 

  ・拠点校の設置等による指導体制の 

構築 

 ②日本語指導が必要な小中学校に教員

を配置 

  ［Ｒ４予定］ 

   ・小学校 13 人 

   ・中学校 ７人 

③宍道高校における日本語指導体制の

強化（日本語指導員増員） 

④教職員研修の充実 

教育委員会 
[学校企画課] 

[教育指導課] 

154 学力育成推進事業 124,895  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 

①学力定着状況の把握 

   小学校５年生～中学校２年生の児

童生徒を対象に学力調査を実施 

 ②グローバル人材育成に向けた取組 

   英語によるコミュニケーションの 

推進 

 ③外国語（英語）教育における授業改善

外国語指導助手の活用 

教育委員会 
[教育指導課] 
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

155 学校司書等による

学びのサポート事

業 

160,137 小中学校の学校図書館を拠点に児童生

徒一人一人に寄り添った学びの支援を行

うため、「学びのサポーター」または「学

校司書」を配置する市町村を支援（№112

再掲） 

①市町村配置経費への助成 

［助成率］ 

・学びのサポーター 

市 1/2・町村 2/3 

・学校司書 

    市町村 1/3 

②市町村職員への研修支援 

  学びのサポーターの資質向上に向

けた研修会を開催 

教育委員会 
[教育指導課]

156 教育魅力化人づく

り推進事業 

346,136  学校と地域が協働して取り組む「教育

の魅力化」を支援（№152 一部再掲） 

 ①学校と地域が一体となって子どもた

ちを育む協働体制（高校魅力化コン

ソーシアム）の運営を支援 

  ・協働体制に係る運営マネージャー

の配置を支援 

  ・協働体制の運営に係る経費を支援 

 ②地域資源を活用した特色ある教育の

推進 

  ・学校と地域の協働による探究学習

の取組を支援 

  ・県外生徒募集の取組を支援 

  ・大学や企業等と連携した先駆的な

取組を支援 

 ③探究学習に携わる人材の育成、確保 

  ・地域と学校をつなぐ魅力化コーデ

ィネーターや主幹教諭の養成・育

成を目的とした研修会等を実施 

  ・外部人材活用を支援するデータベ

ースを構築 

④ふるさと教育の強化 

・「ふるさと教育」を推進する小中学

校の活動を支援 

 ⑤教育魅力化推進事業 

  ・「教育の魅力化」の成果を図る仕組

みを構築、実施 

教育委員会 
[教育指導課] 

[社会教育課] 
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

157 特別支援学校職業

教育・就業支援事

業 

12,798 特別支援学校高等部において、生徒の

希望や適性に応じた進路先の確保や就職

後の定着、技能向上に向けた取組を推進 

（№86 再掲） 

 ①進路指導の充実 

特別支援学校に非常勤講師を配置

し、進路指導に必要な時間を確保す

ることで、在校生の職場体験受入先

の開拓や卒業生のアフターケアなど

を実施 

［実施校］ 

    ６校（松江、出雲、浜田、石見、

益田、隠岐） 

 ②技能の向上 

合同学習や学習成果の発表を通し

て、生徒の意欲や職業スキルの向上

を促進 

教育委員会 
[特別支援教育

課]

158 社会教育士確保・

養成事業 

8,444  島根大学等県内高等教育機関と連携・

協働し、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

成と社会教育主事資格取得者の計画的養

成により、社会教育を振興する人的基盤

を確保 

教育委員会 
[社会教育課] 

159 ふるさと人づくり

推進事業 

13,700  島根の未来を担う次世代の子どもたち

が、地域にある資源を活かして主体的に

地域でのつながりをつくっていくふるさ

と活動や、公民館を核とした社会教育に

よる人づくりの機能強化に取り組む市町

村を支援 

①つながりづくり「ふるさと活動」実践

事業 

    ［助成率］1/2 

  ［助成上限額］50万円 

②公民館等を核とした人づくり機能強

化事業 

  ［助成率］1/2 

  ［助成上限額］50万円 

教育委員会 
[社会教育課] 

160 結集！しまねの子

育て協働プロジェ

クト事業 

67,066  市町村が実施する学校支援、放課後子

ども教室、地域未来塾による学習支援、家

庭教育支援等の経費を助成 

［負担割合］国 1/3・県 1/3・市町村 1/3

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 予算額 概要 部局名 

161 県内就職に向けた

県内大学等との連

携事業 

25,116 県内大学と企業、県等で構成するコン

ソーシアムにより、県内学生の県内就職

に向けた取組を支援（№75 再掲） 

①県内学生と企業の交流会など学生が

地元企業を知る機会の創出、インタ

ーンシップの充実に向けた取組及び

県内大学と企業が連携して教育プロ

グラムを構築する取組を支援 

②コンソーシアム事務局の運営経費 

政策企画局 
[政策企画監室]

商工労働部 
[雇用政策課]

162 しまねのイメージ

発信事業 

216,087 島根への関心を高め、県外からの移住

の検討や県内での定住につながるよう、

島根の人や暮らしなどの魅力を、都会の

若者、県内の中高生及びその親世代に向

けて、それぞれ分かりやすく発信 

①しまねのイメージ発信 

・都会の若者に向けて、移住先の一つ

として意識してもらうため、島根

の「人間らしい温もりのある暮ら

し」を、交通広告やＳＮＳ広告等に

より発信 

・県内の中高生やその親世代に向け

て、将来の定住を促すため、島根で

生き生きと暮らす人や暮らしやす

さなどを新聞広告やテレビ・ラジ

オ等で発信 

②島根創生に係る広報の強化 

島根創生を実現するための取組を

ＳＮＳや新聞広告等を使って県民向

けに分かりやすく情報発信 

政策企画局 
[広聴広報課] 
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

163 ふるさと島根定住

推進事業 

700,709

［うち補正］

36,690

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、地域別、年代別、

性別など属性に応じたＵターン・Ｉター

ン施策を推進するとともに、関係人口の

拡大を推進 

①定住情報提供・相談 

 ・社会人のＵターン・Ｉターン希望 

者のしまね登録を促進  【新規】

・移住支援ポータルサイト「くらし

まねっと」による情報発信 

・若者や女性に向けた県内外の情報

発信の強化 

・県内の住まい事情や空き家を活用

した移住者向け住宅の情報発信 

         【新規】

・島根県単独の移住イベントの開催 

・日比谷しまね館・ふるさと回帰支

援センターにおける情報提供・相

談 

・移住支援コーディネーター配置

（大阪、広島） 

・移住相談管理システムをふるさと

島根定住財団に整備     【新規】

・島根県建築住宅センターと連携し

たＵターン・Ｉターン希望者の住

まい相談の実施     【新規】

②体験 

・農林漁業等での産業体験を行う場

合の費用の一部を助成（外郭団体

の基金も活用して実施） 

・産業体験のニーズに応じて受入枠

を拡大         【拡充】

③職業 

・若者や女性のニーズに応じた県内

企業の潜在的な求人を開拓（外郭

団体の基金も活用して実施） 

【新規】 

・無料職業紹介の実施（外郭団体の基

金も活用して実施） 

・無料職業紹介スタッフを増員 

  【拡充】

・若者や女性のＵターン希望者とＵ

ターン者の採用に積極的な県内企

業との就職マッチングイベントを

実施          【新規】

・県外の方が、島根でテレワークを 

地域振興部 
[しまね暮らし

推進課] 
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するための費用の一部を助成 

【拡充】

④受入体制 

・市町村が行う受入や定着の取組を

支援 

・移住者と地域とを結ぶ交流プログ

ラムを実施する団体を支援 

⑤関係人口 

・課題解決型連続講座「しまコトア

カデミー」やセミナーの開催 

・県内地域の関係人口受入意識の醸

成を図る説明会の開催や、マッチ

ングイベントの開催 

・県外へ進学した学生を対象とした

地元情報の発信やイベントの開催

等、学生と地元のつながりを創出

するための市町村のモデル的な取

組を支援       【新規】

  ・しまね田舎ツーリズムの推進 

-94-



（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

164 わくわく島根生活

実現支援事業 

112,676 東京圏からのＵターン・Ｉターンを促

進するため、東京 23区在住者・通勤者が

島根県に移住した場合の移住に要する経

費の助成等を実施 

［対象］ 

・中小企業等に就職又は起業した者 

・専門人材として就業した者 

・移住元での業務をテレワークで実

施する者 

・関係人口として移住先の市町村が

認めた者 

 ［負担割合］ 

   国 1/2・県 1/4・市町村 1/4 

 ［上限額］ 

・２人以上世帯の場合 100 万円 

 ※子育て世帯への加算 

子ども１人につき 30 万円 

・単身世帯の場合 60 万円 

地域振興部 
[しまね暮らし

推進課] 

165 新規 中山間地域総合対

策推進事業 

（中山間地域空き

家対策モデルの推

進） 

19,892  中山間地域・離島における空き家流通

の新たな仕組みづくりや地域運営組織と

の連携による空き家活用の取組を支援

（№116 再掲） 

①中山間地域空き家流通促進モデル事

業補助金 

［助成対象事業］ 

建築事業者等と連携し、不動産

専門業者がいない地域で空き家を

流通させるため、市町村が実施す

る事業 

［助成対象経費］ 

空き家の活用に向けた調査・連絡

調整費、不動産登記等に係る事務

手続き費用など 

［助成率］市町村負担の 3/4 

②中山間地域空き家活用促進モデル事

業補助金 

［助成対象事業］ 

地域運営組織と連携し、空き家

をお試し住宅等に改修し、地域外

からの定住者を確保するため、市

町村が実施する事業 

［助成対象経費］ 

空き家の改修費、空き家の活用に

向けた調査・連絡調整費など 

［助成率］市町村負担の 2/3 

地域振興部 
[中山間地域・

離島振興課]

-95-



（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

166 若年者県内就職促

進事業  

467,529

［うち補正］

31,000

高校生や県内外に進学した学生の県内

就職を促進（№81 再掲） 

①高校生等の県内就職促進事業  

・人材確保育成コーディネーターを

配置し、県内高校と連携した企業

交流会の開催により在学生及び教

職員の県内就職の意識向上や将来

の県内企業への就職を促進 

②県内大学生等の県内就職促進事業  

・人材確保育成コーディネーターを

配置し、県内大学等と連携した企

業交流会や企業説明会等を開催 

③県外大学生等の県内就職促進事業  

・学生就職アドバイザーを大阪と広

島に配置し県外大学と連携した個

別相談や企業交流会、企業説明会

等を開催 

・島根出身の学生が多い中国地方を

最重点地域として、特に山陽地方

での取組を強化するためアドバイ

ザーを増員       【拡充】

④女子学生の県内就職の促進  

・女子学生「しまねジョブガール」が

県内企業を取材し、女子の視点で

企業情報を発信 

・就活生向けに、大学を巡回して文系

女子が活躍する職種をＰＲ【新規】

・県内企業の情報発信の改善「採用ブ

ランディング」を支援  【新規】

⑤企業情報発信力強化事業   

・採用力強化セミナーの開催 

・専門家を派遣し、県内企業の採用活

動の改善を支援     【新規】

・県内企業が大手就職サイトを活用

して情報発信を強化する際に必要

な登録経費の一部を助成 【新規】

・「若者の県内就職の促進に関する業

務協定」により連携する（株）マイ

ナビのサイトに島根県のポータル

ページを開設するとともに、県外

の合同企業説明会に島根ブースを

出展          【新規】

・インターンシップや就職活動にか

かる学生の交通費等を助成 

・「しまね登録」をしている学生に 

ＬＩＮＥで就職情報等を発信 

商工労働部 
[雇用政策課] 
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・保護者向けの情報発信や就活セミ 

 ナーを開催 

⑥ジョブカフェしまねの運営 

・若年者の県内就職促進のため、職業

相談から就職までを一貫して支援 
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

167 しまね定住推進住

宅整備支援事業 

171,262 中山間地域・離島等での移住・定住者を

受け入れるための賃貸住宅やお試し暮ら

し体験住宅等を、新築や空き家の改修に

より整備する市町村に対し、その経費の

一部を助成 

また、空き家の利用促進・保全を行う市

町村に対してもその経費の一部を助成 

［対象地域］ 

・新築 中山間地域・離島 

 ・改修 県内全域 

［事業主体］市町村 

［対象施設］ 

・移住・定住者を受け入れるための

住宅 

・お試し暮らし体験住宅 

・冬期間限定住宅 

・共同居住型賃貸住宅（シェアハウ

ス） 

など 

［助成率］ 

・新築 1/5 かつ 350 万円／戸以内 

（離島 400 万円） 

・改修 1/2 かつ 350 万円／戸以内 

（離島 400 万円） 

※事業者が民間の場合、上記かつ

市町村から民間事業者への総補

助額の 2/3 を上限 

・空き家利用促進及び適正管理への

支援 

動産の処分、ハウスクリーニン

グ、適正管理、空き家の不動産登記

や物件調査等に要する経費の一部

を助成         【拡充】

［施工者］県内に本店を有する事業者 

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 予算額 概要 部局名 

168 あらゆる分野での

女性の活躍推進事

業 

19,547 仕事や地域活動など、あらゆる分野に

おいて、女性一人ひとりが、本人の希望に

応じ、個性や能力を十分発揮しながら活

躍できる環境を整備 

・資格や経験を活かした起業等を望む

女性を対象に、セミナーを開催 

・女性の起業支援を行っている市町村

や団体職員向けの支援者研修会を開

催            【新規】

・働く女性を対象としたスキルアップ

セミナーの開催やロールモデルとな

る女性を表彰 

政策企画局 
[女性活躍推進

課]

169 女性の雇用・就業

促進事業 

54,092 女性一人ひとりの希望に応じた就労を

実現するための環境を整備（№77再掲） 

①県内企業等で就労を目指す女性を支

援するため、ワンストップの就職相

談窓口を設置       【拡充】

［設置場所］松江市、浜田市 

［事業内容］ 

求職者の総合相談、無料職業紹

介、セミナーの開催、就職後のフォ

ロー、職場体験、出張相談会、ＰＣ

講習の実施 

②正規職員への転換を希望する女性非

正規労働者を支援するため、必要な

知識、技術の習得機会を確保 

【新規】

・就労体験付き講習会を実施 

・女性のための就労支援ガイドブッ 

クを制作 

政策企画局 
[女性活躍推進

課]
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

170 女性活躍及び仕事

と生活の両立のた

めの環境づくり推

進事業 

48,230 従業員が安心して仕事と生活の両立を

図り、充実した生活を送ることができる

よう、職場環境の改善などに積極的に取

り組む事業者を支援 

 ①イクボスネットワークの推進 

・経営者や管理職等の意識改革のた

めのイクボスセミナーの開催やネ

ットワークの形成 

・県外先進企業の取組事例の共有や、

経営者・従業員を交えた交流・情報

交換会を開催      【新規】

②一般事業主行動計画の策定支援事業 

一般事業主行動計画策定等の支援

のため、企業等へアドバイザーを派

遣 

③女性活躍のための働きやすい環境整

備支援事業費補助金  

子育てや介護をしながら働きやす

い職場環境づくりや、多様な働き方

を実現するための設備整備、セミナ

ーの実施等に取り組む企業等に補助

金を交付 

④女性活躍・子育て応援企業認定等促

進事業 

女性の活躍や子育て支援に積極的

に取り組む応援企業の周知及びイメ

ージアップのための動画を制作 

【新規】

⑤こっころカンパニー認定企業拡大事

業 

県社会保険労務士会と連携して、

「こっころカンパニー」認定制度の

説明や登録の働きかけを実施 

政策企画局 
[女性活躍推進

課]
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

171 男性の家事・育児

参加促進事業 

4,936 男性が家事・育児をすることが当たり

前として捉えられる社会機運を醸成する

とともに、男性の主体的な家事・育児への

参加を図るための取組を実施（№88 再掲）

①｢おとう飯｣による情報発信 【新規】

  県産品を活用したメニューを作成

し、知事がサポーターとなって情報

発信 

②イクメン推進事業 

｢家事手帳｣、｢パパの育児手帳｣を

活用し、家事・育児の役割分担や技術

を身につけるためのセミナーを開催 

③企業に向けた男性の家事・育児参加

促進事業 

 ・職場における妊婦への配慮や子育

て家庭への支援について理解を深

めるため、職場において従業員を

対象とした講座を開催  【新規】

・企業の人事担当者等に向けたセミ

ナーを開催 

④ワーク・ライフ・バランスキャンペー

ン 

ＣＭや特設サイトなどを活用した

広報を鳥取県と連携して実施 

政策企画局 
[女性活躍推進

課]

172 中小・小規模事業

者等出産後職場復

帰促進事業 

104,632 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ができるよ

う、中小・小規模事業者等に奨励金を支給

（№78 再掲） 

［対象事業者］ 

県内に本社又は主たる事業所があ

る中小・小規模事業者等が設置する

従業員数 50 人未満の県内の事業所 

［支給要件］ 

出産後３か月以上の育児休業を取

得し、職場復帰した従業員を３か月

以上雇用する場合 

［支給額］ 

・従業員 30 人未満の事業所 

   20 万円／人（新規１人目のみ） 

   ※２人目以降は 10 万円／人 

・従業員 30～50 人未満の事業所 

10 万円／人 

政策企画局 
[女性活躍推進

課]
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

173 子育てしやすい職

場づくり促進事業 

34,554 子育てしやすい柔軟な働き方ができる

職場環境づくりに取り組む、中小・小規模

事業者等に奨励金を支給（№79 再掲） 

［対象事業者］ 

県内に本社又は主たる事業所があ

る中小・小規模事業者等が設置する

従業員数 50 人未満の県内の事業所 

［支給要件］ 

以下のいずれかの制度を導入し、

利用実績があること 

ａ．時間単位の年次有給休暇制度 

ｂ．育児短時間勤務制度 

（代替制度も可）

［代替制度］ 

・フレックスタイム制度 

・始業終業時刻の繰上げ繰下げ 

［支給額］ 

ａ、ｂ各 10 万円／事業所 

※１事業所につきａ、ｂそれぞれ

１回限り 

政策企画局 
[女性活躍推進

課]

174 結婚・妊娠・出産・

子育ての切れ目な

い支援事業 

326,576 結婚・妊娠・出産・子育てに負担感や不

安を抱えている多くの若い世代が、安心

して結婚・妊娠・出産・子育てできるよう

妊娠期から子育て期まで切れ目ない支援

体制を構築（№93 再掲） 

①しまね結婚・子育て市町村交付金事

業 

 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」「医療費助成」等の経

費の一部を助成 

［基準額］ 

子どもや女性の数に応じて市町

村ごとの基準額を設定 

［助成率］1/2 

②「島根みんなで子育て応援賞」事業 

 子育て応援に尽力されたボランテ

ィア等に感謝の意を表すための顕彰 

 ③「こっころメッセージ」贈呈事業 

   子どもが誕生した家庭に祝意や敬

意を表するため、お祝いメッセージ

と記念品を贈呈 

健康福祉部 
[健康推進課] 

[子ども・子育

て支援課] 
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

175 しまね産前・産後

安心サポート事業 

31,652  市町村が取り組む産前・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（№89 再掲） 

 ①産前・産後訪問サポート事業 

一時的に家事・育児の援助が必要

な家庭に有償で家事・育児を支援 

［負担割合］県 1/2・市町村 1/2 

 ②産後のケア事業 

要支援な産婦などを産後１か月ま

でに早期に発見し、産後の専門的な

ケアを受けられる体制を充実 

  ［負担割合］県 1/2・市町村 1/2 

健康福祉部 
[健康推進課]

176 待機児童ゼロ化事 

業 

14,320 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（№96 再掲） 

 ［対象］ 

待機児童又は潜在的待機児童が発

生している市町村に所在する私立保

育所等 

 ［基準額］ 

受入可能な０・１歳児の数に応じ

て人件費を助成 

・３人の受入可能 200,000 円／月 

・２人の受入可能 132,000 円／月 

・１人の受入可能  66,000 円／月 

 ［負担割合］県 1/2・市町村 1/2 

健康福祉部 
[子ども・子育

て支援課] 

177 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、施設・設備の整備費の一部を国制度と

連携して助成（№97 再掲） 

 ①国制度 

［負担割合］ 

・市町村が整備する場合 

国 1/3・県 1/3・市町村 1/3 

・社会福祉法人等が整備する場合 

国 3/10・県 3/10・市町村 3/10・

事業者 1/10 

②県制度（国制度に該当しない場合） 

［負担割合］ 

・市町村が整備する場合 

県 1/2・市町村 1/2 

・社会福祉法人等が整備する場合 

県 1/3・市町村 1/3・事業者 1/3

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 予算額 概要 部局名 

178 放課後児童クラブ

支援事業 

835,137  子育てしやすい環境整備を推進するた

め、放課後児童クラブの待機児童解消や

利用時間延長に向けた取組を支援（№

102 再掲） 

①運営支援 

放課後児童クラブの運営や環境整

備、支援員等の処遇改善などに要す

る経費の県負担分を市町村へ助成 

②待機児童対策 

・利用定員を増やす場合に必要な運

営費や改修等の経費の一部を助成 

※利用時間延長を実施する場合の

改修費等の補助基準額を加算 

・国の補助制度と協調し、市町村、社

会福祉法人等が行う放課後児童ク

ラブの施設整備費の一部を助成 

・保育所等による放課後児童預かり

に必要な経費の一部を助成 

【新規】

・保育所整備に併せて、放課後児童ク

ラブを一体的に整備する保育所に

対して、施設整備費の一部を助成 

【新規】

③利用時間延長対策 

放課後児童クラブが閉所する時間

を、平日 19 時以降、夏休み期間中等

の長期休業中に開所する時間を７時

30 分以前とするために必要な人件費

の一部を助成 

④放課後児童支援員等確保対策 

・放課後児童支援員認定資格研修の

拡充を継続 

・放課後児童クラブへの巡回支援や、

児童クラブの充実に向けた施策の

企画、調整等を行う「放課後児童ク

ラブスーパーバイザー」を配置 

・人材派遣会社や市町村と連携し、不

足している放課後児童支援員の確

保対策を実施 

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 予算額 概要 部局名 

179 みんなで子育て応

援事業 

13,705 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（№

104 再掲） 

・こっころパスポートの普及や利用拡

大に伴い、サービスを提供いただく

協賛店の登録促進を強化 

・「こっころ講師」を派遣し、子育て支

援に取り組む民間団体（こっころ隊）

の活動を支援 

健康福祉部 
[子ども・子育

て支援課] 

180 男性のための介護

のミニ講座 

931 家庭における男性の介護への参加を推

進するため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]

181 しまねの建設担い

手確保・育成事業 

10,793 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、女性活躍推進

員による女性活躍に係る支援策の利用拡

大を推進（№87一部再掲） 

①「もっと女性が活躍できる建設業」協

働推進 

建設産業への女性の就職促進や定

着、家庭との両立に向けた取組を支

援 

［助成額］2/3 以内、上限 300 万円 

②女性活躍推進員の設置 

女性活躍推進員を配置し、建設事

業者に対する訪問相談、改善提案な

どを行うことにより、女性が活躍で

きる職場づくりを目指す取組を支援 

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 予算額 概要 部局名 

182 医療介護総合確保

促進事業（医療分）

（国基金事業） 

1,496,332  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 

１ 医師確保対策      

 ①全国から医師を呼び県内医療機関視

察ツアーを実施 

 ②医学生向け奨学金の貸与 

 ③産婦人科等研修医向け研修資金の貸

与 

 ④島根大学医学部等における医師の養

成を支援 

・島根大学医学部に寄附講座を設置 

・鳥取大学医学部の研修・教育環境

整備 

 ⑤しまね地域医療支援センターにおけ

る若手医師のキャリア形成や診療科

単位のネットワーク形成等を支援 

 ⑥医師確保計画の推進のため、各圏域

の医療機関等が実施する事業に係る

経費の一部を支援 

 ⑦産科医師に分娩業務手当を支給する

医療機関を支援 

２ 看護師確保対策 

 ①看護職員の研修受講経費を支援 

 ②病院の院内保育所運営費を支援 

 ③民間看護師等養成所の運営費を支援 

 ④感染管理認定看護師教育課程の開設

準備            【新規】

３ 在宅医療の推進 

 ①条件不利地域で在宅医療を行う病院

や訪問看護ステーション等の運営を

支援 

 ②訪問診療用機器・車両等の整備を行

う診療所等を支援 

４ 病床の機能転換に向けた支援 

 ①医療機関の施設整備を支援 

 ②病床機能の転換や在宅医療推進の課

題解決に向けて、病院等との調整を

担う人材を配置 

５ 医療従事者の勤務環境の改善を支援 

勤務医の労働時間短縮に向けた体制 

の整備を支援 

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] 
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

183 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）

1,135,742 依然続く医師不足の状況を踏まえ、即

戦力となる医師の確保や、総合診療医を

はじめとする地域医療を担う医師の養成

対策を実施（№182 一部再掲） 

１ 国補助・県単独事業分 

 ①現役の医師を「呼ぶ」対策 

・全国からの医師招へいに向けた情

報収集や県外医師との出張面談 

・地域医療機関での勤務を前提に県

立病院等での専門研修 

・病院総合医を目指す医師を採用し、

県立中央病院で研修後、地域医療

機関へ派遣 

 ②地域医療を担う医師を「育てる」対策

・県内の地域医療に携わる意志のあ

る医学生向け奨学金 

・自治医科大学運営費の負担 

 ③地域勤務医師を「助ける」対策 

  ・公立産科病院に対する支援 

  ・県立病院から代診医を派遣 

２ 医療介護総合確保促進事業（医療分）

 ①全国から医師を呼び県内医療機関視

察ツアーを実施 

 ②医学生向け奨学金の貸与 

 ③産婦人科等研修医向け研修資金の貸

与 

 ④島根大学医学部等における医師の養

成を支援 

・島根大学医学部に寄附講座を設置 

・鳥取大学医学部の研修・教育環境

整備 

 ⑤しまね地域医療支援センターにおけ

る若手医師のキャリア形成や診療科

単位のネットワーク形成等を支援 

⑥医師確保計画の推進のため、各圏域

の医療機関等が実施する事業に係る

経費の一部を支援 

 ⑦産科医師に分娩業務手当を支給する

医療機関を支援 

健康福祉部 
[医療政策課] 
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

184 看護職員等確保対

策事業 

（一部国基金事業）

666,032  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（№182 一部再

掲） 

１ 国補助・県単独事業分 

①県内進学の促進 

県立高等看護学院（松江・石見）の

運営 

②県内就業の促進 

・県外の看護学生のＵ・Ｉターン者

を対象に奨学金を貸与 

・過疎地域・離島の病院等に就職す

る看護学生を対象に奨学金を貸与 

③離職防止・再就業促進 

・新人看護職員向けの研修や離職防

止の取組への支援 

・県ナースセンターにより潜在看護

師等を対象とした無料職業紹介を

実施 

・再就業支援講習会等を開催 

④資質向上 

・新人職員から管理者まで様々な段

階において看護師等への研修を実

施 

・医療施設間における期間限定での

助産師出向・受入れを支援 

・医師等の判断を待たずに一定の診

療の補助ができる看護師の研修を

実施 

２ 医療介護総合確保促進事業（医療分）

①各病院の看護職員の研修受講経費を

支援 

②病院の院内保育所運営費を支援 

③民間看護師等養成所の運営費を支援 

④感染管理認定看護師教育課程の開設

準備           【新規】

健康福祉部 
[医療政策課] 

-108-



（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

185 しまね健康寿命延

伸プロジェクト事

業 

16,451  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 

①健康寿命延伸プロジェクト推進事業 

・健康寿命延伸プロジェクト推進本

部会議において、部局横断的な取

組を推進 

・県民への継続した広報 

②健康寿命延伸強化事業 

 ・公民館等における地区活動の好事

例の収集、交流会等を通じた普及

啓発 

・地域診断（健康実態調査等）の結果

から、健康課題を明確にした効果

的な生活習慣病予防対策を実施 

③働き盛り世代の健康づくり強化事業 

職域保健関係機関や健康づくり関

連団体と連携した情報発信と健康づ

くりに取り組む機会の提供 

④健康な食環境づくり事業 

・県立大学との連携による減塩等の

レシピ開発と県内スーパーでの商

品化 

・スーパー、弁当業者等での認定制

度の整備 

・職能団体や地域の食育推進団体と

連携した情報発信 

健康福祉部 
[健康推進課] 
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

186 健康長寿しまね推

進事業 

12,022  県民一人ひとりの心と身体の健康づく

り、介護予防、生きがいづくり・社会活動

の取組を促進 

①健康長寿しまね推進会議 

・県及び各圏域の「健康長寿しまね

推進会議」を母体に、構成団体が主

体となった多様な取組を効果的に

展開するため、会議を開催 

・住民主体の地区ごとの健康づくり

を推進するため、健康づくり表彰

事業を実施 

・健康づくり情報や推進会議の活動

に関する啓発広報事業を実施 

②圏域計画推進事業 

各圏域の健康課題解決に向け、地

域の実情に応じた取組を推進 

③評価検討 

・健康長寿しまね推進計画に基づく

取組の評価を行うため、評価検討

委員会を開催 

・県民の健康実態を把握するため、県

民健康・栄養調査を実施 

健康福祉部 
[健康推進課] 

187 食育推進基盤整備

事業 

4,347  健康を支える食育についての体験活動

や情報提供、普及啓発等を推進 

①「しまね食育情報総合サイト」を活用

し、多様な暮らしに応じた食の情

報を発信 

②毎月 19日の食育の日、６月の食育月

間のＰＲ等による普及啓発を実施 

③市町村等の栄養士、民間企業、団体等

を対象とした人材育成のための研

修を実施 

④スーパー等を拠点とした栄養情報の

提供による食生活の改善 

⑤郷土食、伝統食の継承のための地域

の食育推進団体による料理教室実施

等の啓発 

健康福祉部 
[健康推進課] 
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

188 しまねがん対策強

化事業 

（一部国基金事業）

71,730  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（№182一部再掲） 

１ 国補助・県単独事業分 

①科学的根拠に基づくがん検診の充実 

がん検診の精度管理や働き盛り世

代への受診勧奨など市町村・検診機

関等と一体となった取組を実施 

②がん医療水準の向上 

・がん診療連携拠点病院のない圏域

におけるがん診療体制を強化 

・地域の病院と拠点病院との連携を

支援 

③緩和ケアの推進 

圏域ごとの緩和ケアネットワーク

の取組を支援 

④患者等への支援 

・がん患者の治療による外見の変化

を補い、患者の社会参加を促すた

め、ウィッグ等購入経費を支援 

・がん相談員及びピアサポーター等

の資質向上を図る研修を実施 

⑤がん教育の推進 

・保健所から学校への出前授業等の

実施 

・学校で効果的な授業を行うための

外部講師を養成 

・県立図書館の「がん関連図書コー

ナー」の図書を整備 

２ 医療介護総合確保促進事業（医療分）

医師、看護師等を対象とした緩和ケ

ア研修会を実施 

健康福祉部 
[健康推進課] 

189 がん患者等に対す

る妊孕性温存療法

支援事業 

5,950  がん治療等により、妊孕性が損なわれ

る可能性のある患者に対し、妊孕性温存

療法に要する費用を助成（№91 一部再掲）

［助成上限額］  

国が定める治療法ごとの上限額 

［負担割合］国 1/2・県 1/2 
（注）妊孕性（にんようせい）：妊娠するための

機能、妊娠する能力 

健康福祉部 
[健康推進課]
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

190 地域包括ケア推進

事業 

8,200  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]

-112-



（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

191 医療介護総合確保

促進事業（介護分）

（国基金事業） 

967,542 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 

①介護施設等の整備 

・地域密着型サービス施設等の整備

や、特別養護老人ホームのプライ

バシー保護のための改修費を助成 

・介護療養型医療施設から介護老人

保健施設等への転換のための整備

費を支援 

・介護保険施設等の開設準備経費を

助成  

②介護人材の確保 

・保険者（市町村）が地元事業所等と

連携して取り組む介護人材の確

保・定着事業を総合的に支援 

・離職した介護人材等の再就職を支

援 

・訪問看護ステーションにおける潜

在看護師の雇用に係る経費を助成 

・訪問看護ステーションへ病院から

出向する看護師の経費や新人看護

師の訓練期間中の人件費等を支援 

・外国人介護人材を受け入れる施設

の環境整備に必要な経費を支援 

・介護福祉士の資格取得を目指す留

学生に奨学金を支給する場合の経

費を支援 

・福祉系高校の生徒へ修学資金を貸

付 

・他業種で働いていた者等の介護分

野への参入に係る就職支援金を貸

付 

③介護人材の定着・育成 

・労働環境改善のため、介護ロボッ

トやＩＣＴの導入経費を助成 

・現任介護職員を介護福祉士実務者

研修に派遣する間の代替職員経費

を助成 

・介護職員の医療的ケアや認知症ケ

アの研修を実施 

・在宅医療と介護の連携のための研

修会等を開催 

健康福祉部 
[高齢者福祉課]
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

192 介護人材確保・定

着事業 

（一部国基金事業）

338,724 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 

（№180、191 一部再掲） 

①意識啓発の推進 

・介護の魅力を発信するイベントの

開催 

・中高生の介護施設での職場体験を

実施 

・保険者（市町村）が地元事業所等と

連携して取り組む介護人材の確

保・定着事業を総合的に支援 

②人材の確保 

・介護福祉士養成施設の学生等へ修

学資金を貸付 

・離職した介護人材へ再就職準備金

を貸付 

・福祉系高校の生徒へ修学資金を貸

付 

・他業種で働いていた者等の介護分

野への参入に係る就職支援金を貸

付 

・離職した介護人材等の再就職を支

援 

・介護福祉士実務者研修のスクーリ

ングに係る経費を助成 

・訪問看護ステーションにおける潜

在看護師の雇用に係る経費を助成 

・男性のための介護のミニ講座を実

施 

③人材の定着 

・新任介護職員を対象とした介護資

格取得を支援 

・現任介護職員を介護福祉士実務者

研修に派遣する間の代替職員経費

を助成 

健康福祉部 
[地域福祉課] 

[高齢者福祉課]

193 療養病床再編推進

事業 

86,500 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 

 ［助成先］２医療機関 

健康福祉部 
[高齢者福祉課]

194 老人福祉施設整備

事業 

230,129 介護老人福祉施設等の改築整備、多床

室からユニット型、個室型への改修を支

援 

 ［箇所数］２か所 

健康福祉部 
[高齢者福祉課]
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

195 高齢者施設等の防

災・減災対策推進

事業 

76,170 介護施設等における防災・減災対策を

推進するため、非常用自家発電の整備及

び水害時の垂直避難等に備えた整備を支

援 

［助成内容］ 

①水害対策整備事業 

水害時等の避難用のスロープ、 

エレベーター等の整備 

②非常用自家発電整備事業 

人工呼吸器等の生命維持に必要 

な非常用発電設備の整備・更新 

［負担率］国 1/2・県 1/4・事業者 1/4 

健康福祉部 
[高齢者福祉課]

196 薬剤師確保対策事

業 

2,763 薬剤師不足の解消のため、薬剤師の奨

学金返還を雇用主と共同して助成 

［助成対象者］ 

   在学期間中に奨学金の貸与を受

け、県内の医療機関・薬局に新たに就

業する薬剤師 

   ※既卒の薬剤師を含む 

   ※薬局については、県内のみで店

舗を開業している事業者に限る 

 ［助成額］ 

奨学金返還総額÷奨学金返還月数

（助成上限額 ２万円／月） 

 ［助成期間］ 

   最長 12 年（144月） 

［負担割合］ 

県 1/2・薬剤師を雇用する医療機

関、薬局 1/2 

［募集人数］10人 

健康福祉部 
[薬事衛生課] 
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

197 新規 看護、介護、児童養

護など現場で働く

方々の収入の引き

上げ 

2,323,431

［うち補正］

4,022

看護職員、介護・障がい福祉職員、児童

養護施設職員を対象に、賃上げ効果が継

続される取組を行うことを前提として、

収入を引き上げるための交付金を医療機

関、事業所等に交付 

 ［交付対象の職種］ 

  ①一定の救急医療を担う医療機関の

看護職員 

②介護サービス事業所・施設の福祉・

介護職員 

③障がい福祉サービス事業所等の福

祉・介護職員 

④児童養護施設等の職員 

※医療機関、事業所等の判断により

他の職員の処遇改善に充てること

も可能 

 ［交付対象の期間］Ｒ４年２～９月 

 ［負担割合］国 10/10 

健康福祉部 
[医療政策課]

[高齢者福祉課]

[青少年家庭課]

[障がい福祉課]
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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 予算額 概要 部局名 

198 生活困窮者支援・

子どものセーフテ

ィネット推進事業 

9,150 貧困世帯等の子どもと保護者の孤立化

を防ぐため、居場所づくりや学習支援等

を実施（№108 再掲） 

１ 支援につなぐ取組の推進 

  ＳＮＳを活用し、支援制度の周知や

相談支援へのつなぎを推進 

２ 子どもの居場所創出等支援 

①子どもの居場所支援拠点の設置 

子どもの居場所創出を支援し、地

域全体で子どもとその保護者を支え

る仕組みを構築 

  ・子どもにかかわる様々な機関を対

象に、適切な支援に向けた研修会

を開催 

・「子どもの居場所づくりコーディ

ネーター」の養成講座を開催 

・子ども食堂開設者の情報交換会を

開催 

②子ども食堂開設支援 

子ども食堂の開設・拡充に向けた

支援を実施 

・子ども食堂の開設等を検討する際

に相談・助言を行う「居場所づくり

アドバイザー」を派遣 

・子ども食堂の開設・拡充の際に必

要な経費の一部を支援   

［助成上限額］ 

・新規開設 50 万円／箇所 

・既設拡充 20 万円／箇所 

［負担割合］県 1/2・市町村 1/2 

③学習支援事業 

家庭での学習が困難な子どもを対

象とした学習支援を行う市町村の取

組を支援 

［助成率］1/2 

［助成上限額］50 万円 

健康福祉部 
[地域福祉課] 

教育委員会 
[人権同和教育

課] 

199 くにびき学園運営

事業 

6,785 意欲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]
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

200 子どもと家庭の 

相談事業 

34,954 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 

 ①電話相談事業 

 ②児童福祉法改正に伴う体制整備 

  ・児童相談所への弁護士、保健師の

配置 

  ・研修受講による児童福祉司、児童

心理司の専門性強化 

 ③市町村相談体制強化のための研修 

 ④子どもの相談・支援機能強化事業 

   子どもや家庭に関する相談・支援

機関の連絡会議の設置 

 ⑤ヤングケアラー支援体制強化事業 

【新規】

  ・関係機関職員を対象とした研修会

の開催 

  ・ヤングケアラー同士が悩みや経験

を共有するオンラインサロンを運

営する民間団体の活動を支援

健康福祉部 
[青少年家庭課]

201 ひとり親家庭自立

支援事業 

15,604 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 

 ・ひとり親家庭の子どもに対し、ボラ

ンティア等による学習支援事業を実

施する市町村を支援 

 ・ひとり親家庭等を対象とした就業、

養育費等の相談、日常生活支援、就

業につながる技能を習得するための

講習会、修業機関での資格取得費用

等に係る返還免除付き貸付を実施 

 ・生活の安定を目指すひとり親家庭を

対象に、就業等を条件に返還を免除

する住宅資金貸付制度を実施 

【新規】

健康福祉部 
[青少年家庭課]

202 県立わかたけ学園

整備事業 

527,223 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 

 ［事業期間］Ｈ30～Ｒ４ 

 ［総事業費］約 15.3 億円 

 ［Ｒ４事業内容］ 

  ・本館棟増築、改修 

  ・寮舎改築 

  ・外構  

健康福祉部 
[青少年家庭課]
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

203 児童養護施設等整

備事業 

33,000 代替養育を必要とする児童の適切な養

育環境の整備のため、県内児童養護施設

等の施設整備費等を支援 

①児童養護施設等の小規模化 

 ［箇所数］１施設 

 ［整備内容］ 

   小規模グループケアを実施する

ための内部改修 

②より家庭的な環境で養育できるよう

里親宅等の改修や備品購入等を支援 

健康福祉部 
[青少年家庭課]

204 ひきこもり支援地

域体制整備事業 

5,870 身近な地域で相談支援を受ける体制づ

くりを進めるため、ひきこもり支援セン

ター地域拠点を運営 

［業務内容］ 

各種支援機関とのネットワークを

構築し、ひきこもり状態にある方を

支援 

・相談窓口の開設 

・家族教室の開催 

・市町村の支援（精神科医療機関との

連携） 

健康福祉部 
[障がい福祉課]

205 発達障がい者支援

体制整備事業 

91,016 発達障害者支援センターを中心として

発達障がい者をライフステージに応じて

支援（№106 再掲） 

①本人及び家族への支援 

   本人等への専門的な相談支援、ペ

アレントメンターの養成、成人期の

自立や就労支援のための研修 

②市町村を中心とした体制整備への支 

 援 

   地域支援マネジャーによる専門的

な指導･助言 

③初診前アセスメントの実施 【拡充】

   早期支援のため、初診前に心理職

による事前問診・検査を実施 

④人材育成及び県民への普及啓発 

   保育士や事業所職員等への専門研

修、啓発フォーラムの開催 

健康福祉部 
[障がい福祉課]
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（単位：千円）

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

206 障がい者就労支援

事業 

177,259 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、就労継続支援事業所の工賃向上に向

けた取組を支援 

①障害者就業・生活支援センターに障

がい者の生活支援を行う生活支援員

と雇用・実習の場の拡大を行う障が

い者雇用促進支援員を配置 

②企業等への就職に向けたステップア

ップの場として県庁内にワークセン

ターを設置 

③就労事業振興センターの設置 

・商品の共同販売、人材育成、アドバ

イザー派遣等を実施 

・受注拡大のためのコーディネータ

ーを配置 

・農業経営者と就労継続支援事業所

のマッチングを支援 

④就労継続支援事業所の設備整備費の

助成 

⑤農福連携における農作業請負力強化

に必要な経費等を支援  【新規】 

健康福祉部 
[障がい福祉課]

207 障がいを理由とす

る差別解消推進事

業 

12,205 障がいを理由とする差別の解消に向け

た取組を推進 

①「あいサポート運動」による普及啓発

・研修講師（メッセンジャー）の養成

研修 

・企業等に対するあいサポート企

業・団体の認定 

・ヘルプマークの普及啓発 

②相談体制の整備 

・相談対応のための相談員配置 

・相談事案の共有を図るための島根

県障がい者差別解消支援地域協議

会の運営 

健康福祉部 
[障がい福祉課]
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（単位：千円）

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

208 在宅心身障がい児

援護事業 

78,141  重症心身障がい児（者）等の在宅生活を

支援（№105 再掲） 

 ①巡回等療育支援事業 

   巡回又は送迎により、重症心身障

がい児（者）へのサービスを提供する

事業所へ経費を助成 

 ②サービス基盤整備事業 

   重症心身障がい児（者）を受け入れ

るために、看護職員等を雇用する事

業所へ経費を助成 

 ③医療的ケア児支援体制整備事業 

   各種サービスや支援を調整するコ

ーディネーターを養成 

 ④医療的ケア児支援センター運営事業 

【新規】

   広域的・専門的な相談支援を行う

「医療的ケア児支援センター」を設

置 

 ⑤非常用電源確保対策事業 

   災害時における在宅障がい児（者）

の人工呼吸器等の電源確保を支援 

 ⑥その他 

   関係団体への活動支援、支援者研

修会の開催 

健康福祉部 
[障がい福祉課]

209 子どもの心の診療

ネットワーク事業 

17,840 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（№107再掲） 

健康福祉部 
[障がい福祉課]

210 障がい者施設等整

備事業 

222,405 障がい者の自立した地域生活実現のた

め、住まいの場としてのグループホーム

や日中活動の場としての通所事業所等の

整備を支援 

［箇所数］６か所 

［負担割合］国 1/2・県 1/4・事業者 1/4

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 予算額 概要 部局名 

211 高等教育の負担軽

減 

239,697  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し、入学料

及び授業料の免除にかかる経費を支援 

総務部 
[総務課]

212 公立大学法人島根

県立大学運営費交

付金 

1,999,463 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（№139 再

掲） 

総務部 
[総務課]

213 私立学校経営健全

性確保事業 

1,474,148  生徒数による配分や教育改革のほか、

県内就職の促進、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（№

140 再掲） 

総務部 
[総務課]

健康福祉部 
[子ども・子育

て支援課] 

214 困難を有する子ど

も・若者支援事業 

25,533 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（№76 再掲） 

①就労体験を受け入れる事業所の開拓 

 や関係機関との連携強化などの取組 

 を行う市町村を支援 

 ［助成率］1/2 

②圏域における支援拠点として、居場 

 所の確保や社会・就労体験など社会 

 とのつながりを回復させる取組を行 

 う市町村を支援 

 ［助成率］1/2 

③子ども・若者支援機関の相互理解と 

 連携強化の促進 

健康福祉部 
[青少年家庭課]
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

215 高等学校等就学支

援事業 

2,631,386 １ 高等学校等就学支援金（国 10/10） 

高等学校に在籍する生徒等（年収 910

万円未満程度の世帯）に就学支援金を

交付し家庭の教育費負担を軽減 

２ その他の授業料支援  

 ①学び直しへの支援（国 10/10） 

高等学校を中途退学した者が再び

学び直す場合に36月経過後も継続し

て授業料を支援（最長２年間） 

 ②家計急変世帯への支援（国 1/2） 

   保護者の失職、倒産等により家計

が急変し、就学支援金受給世帯と同

等の収入状況となった場合に授業料

を支援 

③専攻科生への支援（国 1/2） 

高等学校等の専攻科に在籍する生

徒（年収 380 万円未満程度）に対し授

業料を支援 

３ 奨学のための給付金（国 1/3） 

生活保護世帯・市町村民税非課税世

帯（年収 270 万円未満程度）の授業料以

外の教育費負担を軽減 

総務部 
[総務課] 

教育委員会 
[学校企画課]
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

216 悩みの相談・不登

校対策事業 

274,356  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（№141 一部再

掲） 

 ①生徒指導体制充実強化事業 

  ・児童生徒の意欲や満足感及び学級

集団の状態を客観的に把握するア

ンケートＱＵをいじめの未然防

止、早期発見等に活用 

   ［小中学校］ 

     小学校３年生～中学校３年生

対象、市町村へ実施経費の1/2を

助成 

・弁護士、臨床心理士等の外部人材

をアドバイザーとして学校等に派

遣 

・「島根県生徒指導審議会」、「島根県

いじめ問題対策連絡協議会」の開

催 

 ②悩みの相談事業 

  ・スクールカウンセラー配置 

  ・子どもと親の相談員配置 

  ・いじめ等に関する相談窓口 

   （来所・電話・ＳＮＳ） 

  ・スクールソーシャルワーカー活用 

  ・「こころ・発達」教育相談 

  ・教育相談員の配置 

 ③不登校対策推進事業 

  ・教育支援センターへの支援 

    不登校児童生徒に対する学校復

帰や社会的自立への支援を行う教

育支援センターの運営等を支援

（10 市町） 

  ・連絡調整員の活用 

    中学校卒業者や高校中退者でひ

きこもり等が懸念される者に対す

る支援 

  ・居場所・絆のある学校づくり研修 

教育委員会
[教育指導課]

総務部 
[総務課] 
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

217 私立学校生徒確保

事業 

97,287  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

（№141 再掲） 

①高等学校等授業料減免支援 

   高等学校等就学支援金制度の対象

者に対し、就学支援金の上乗せ支援

を行い、家庭の教育費負担を軽減 

  ［助成対象世帯］ 

年収約 590 万円以上 910 万円未

満の世帯 

［助成額（上乗せ支援額）］ 

2,500 円／月・人 

（国制度による支援金 9,900 円／

月・人に上乗せ） 

 ②魅力と特色ある学校づくり推進事業 

   学習環境の向上など、魅力化や特

色化につながる設備整備を支援 

 ③私立専修学校生徒確保支援事業 

   ＷＥＢを活用したオープンキャン

パス開催や学校の紹介動画作成等の

取組を支援 

［助成対象者］私立専修学校 

［助成対象経費］ 

バス借上経費、オープンキャン

パス参加旅費助成、学校説明会参

加費、広報費等 

［助成率］1/2 

［助成上限額］ 

 220 万円／校 

※入学生徒数が前年と比較して

増加している学校は、上限額

50 万円／校を加算  【拡充】

総務部 
[総務課] 

218 幼児教育総合推進

事業 

17,132  幼稚園教諭・保育士及び市町村担当者

等の研修支援の充実やアドバイザー等に

よる訪問指導により、全県的に幼児教育

の質を向上（№109 再掲） 

・幼児教育担当指導主事及び幼児教育 

アドバイザーによる訪問指導の実施 

 ・県主催研修の実施や市町村が実施す 

る研修の支援 

健康福祉部 
[子ども・子育

て支援課]

教育委員会 
[教育指導課]
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

219 特色ある学校づく

りを支援する少人

数学級編制

927,016 国において小学校の学級編制の基準を

令和３年度から学年進行で見直し、全学

年を 35 人にする方針を踏まえ、以下のと

おり対応（№111 再掲） 

①小学１・２年及び中学１年 

  Ｒ２年度の県の見直し方針に基づ

き、学級編制を実施（学校の実態等を

踏まえ、常勤講師又は非常勤講師を

配置することも可能） 

・小学１年 30 人学級編制 

・小学２年 32 人学級編制 

・中学１年 35 人学級編制 

②小学４年～６年 

国制度変更を踏まえた対応とし

て、35 人学級編制を実施 

③中学２・３年 

Ｒ２年度の県の見直し方針に基づ

き、38 人学級編制を実施 

④課題解決・制度改正対応のための加 

 配 

児童生徒支援、教科指導方法工夫

改善及び人材育成に関わる、学校の

抱える課題の解決に取り組む指導体

制を支援するための加配 

※上記による少人数学級編制等に伴う

加配教員数 140 人 

教育委員会 
[学校企画課] 
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

220 学びの場を支える

非常勤講師配置事

業 

494,093 不登校・いじめ・問題行動等の未然防止

や、特別な配慮を要する児童生徒への対

応等のため非常勤講師を配置 

①中１ギャップに対応するための非常

勤講師配置事業（中学校クラスサポ

ート事業） 

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

い大規模校等に非常勤講師を配置 

［Ｒ４予定］29人 

②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） 

・通常の学級にＬＤ（学習障がい）、

ＡＤＨＤ（注意欠陥多動性障がい）

など特別な支援を要する児童が在

籍し、特に対応が困難な小学校を

対象に非常勤講師を配置 

［Ｒ４予定］100 人 

・児童生徒の障がいの多様性や突発

的な行動にきめ細かに対応するた

め、小・中学校の特別支援学級のう

ち多人数の学級に非常勤講師を配

置 

  ［Ｒ４予定］53 人 

③自学教室等での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） 

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に非常勤講

師を配置 

［Ｒ４予定］30人 

 ※市町村教育委員会の判断で、１人の

非常勤講師が複数校兼務を行うこと

を可能とする。 

教育委員会 
[学校企画課] 
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

221 働き方改革の推進 450,552 教職員が子どもに向き合える時間を確

保し、教育の質の向上等を図るため、地域

の幅広い人材を活用しつつ、教職員の働

き方改革を実施（№151 再掲） 

１ サポート人材の配置 

  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、教

員が行う事務作業や部活動指導等をサ

ポートする人材を配置 

①スクール・サポート・スタッフ配置事

 業 

  公立小中学校の教員が行う事務作

業を代わって行うサポートスタッフ

を配置する市町村に対し助成 

［負担割合］国 1/3・県 2/3 

②県立高校業務アシスタント配置事業 

  県立高校の教員が行う事務作業を

代わって行う会計年度任用職員を配

置 

［負担割合］県 10/10 

③部活動地域指導者活用支援事業 

  公立中学校・県立高校の部活動に

おいて、専門的な指導者がいない場

合などに部活動指導員・地域指導者

を活用する学校を支援 

［負担割合］ 

 ・部活動指導員（単独指導・引率可）

  中学校 国 1/3・県 1/3・市町村 1/3

    県立高校 県 10/10 

  ・地域指導者（単独指導・引率不可）

  中学校 県 2/3・市町村 1/3 

    県立高校 県 10/10 

２ 校内業務改善コンサルタント養成事 

業             【新規】

  学校内で働き方改革のための具体的

な取組を進める牽引役となる人材（校

内業務改善コンサルタント）を育成す

るため、専門家による講義・ワークショ

ップや個別支援を実施 

 ［Ｒ４予定］ 

 対象校２０校程度 

 （５地域×小・中・高・特支） 

３ 寄宿舎における外部舎監配置 

【拡充】

寄宿舎における舎監業務を教員から

外部舎監に置き換え 

教育委員会 
[学校企画課] 
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

222 高校生の住まい確

保支援事業 

38,467 市町村が行う地域の実情に沿った高校

生の住まい確保のための取組を支援 

①みなし寄宿舎に対する運営費支援 

   市町村が整備した公共的施設を県

立高校の寄宿舎として活用する場合

に、その運営に要する費用を助成 

［助成割合・助成額］ 

県が算定した標準的運営経費の

10/10 

（１施設4,500千円～7,500千円程

度） 

②共同下宿に対する運営費支援 

【新規】

  市町村が古民家等の地域資源を共

同下宿として活用する場合に、その

運営に要する費用を助成 

［助成割合・助成額］ 

県が算定した標準的運営経費の 1/2 

（１施設上限 4,000 千円まで） 

教育委員会 
[学校企画課] 

223 県立高校主幹教諭

等の配置 

141,198 県立高校に高大連携を推進するための

主幹教諭等を配置（№152 再掲、№156 一

部再掲） 

①主幹教諭の配置（県単加配） 

学校全体での授業改善の取組や、

地域との協働に加え、県内大学等と

の高大連携や入試改革に適応した学

力の底上げなどの取組を推進するた

め、教科・分掌の垣根を越えてリード

できる管理的職階にある主幹教諭を

全ての普通科高校に配置 

［Ｒ４予定］18人→21人 

②高大連携推進員の配置 

総合型・推薦型選抜による県内大

学への入学を希望する生徒の進路実

現を図るため、松江、出雲、石見エリ

アに各１名配置 

教育委員会 
[学校企画課] 

[教育指導課]
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

224 帰国・外国人児童

生徒等教育の推進

支援事業 

155,879  日本語指導が必要な児童生徒への支援

（№153 再掲） 

 ①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 

  ・「特別の教育課程」による日本語指

導の実施 

  ・拠点校の設置等による指導体制の 

構築 

 ②日本語指導が必要な小中学校に教員

を配置 

  ［Ｒ４予定］ 

   ・小学校 13 人 

   ・中学校 ７人 

③宍道高校における日本語指導体制の

強化（日本語指導員増員） 

④教職員研修の充実 

教育委員会 
[学校企画課] 

[教育指導課]

225 学力育成推進事業 124,895  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（№154 再掲）

①学力定着状況の把握 

   小学校５年生～中学校２年生の児

童生徒を対象に学力調査を実施 

 ②グローバル人材育成に向けた取組 

   英語によるコミュニケーションの 

推進 

 ③外国語（英語）教育における授業改善

外国語指導助手の活用 

教育委員会 
[教育指導課] 
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

226 未来の創り手育成

事業 

290,468  地域を担う未来の創り手を育成すると

ともに、学校図書館やＩＣＴ機器を活用

した協調学習を推進 

［事業概要］ 

①しまねの高校生育成プロジェクト 

「知識・技能」「思考力・判断力・

表現力等」「学びに向かう力・人間性

等」をバランス良く育むために、各県

立高校が主体的に取り組む教育実践

を実施          【新規】

②しまねの小中学生育成プロジェクト 

小中学校の段階から算数・数学や

理科への興味関心を高めるための取

組を実施 

          【新規】

 ③理数教育の充実に向けた取組 

  ・しまね数リンピックの開催 

  ・科学の甲子園（県予選）の開催 

  ・小学校プログラミング教育推進事 

   業 

④学校図書館活用教育研究事業 

児童生徒の言語能力、情報活用能

力を育成するため、小中６校をモデ

ル校に指定し研究を実践 

⑤県立高校図書館活用教育推進事業 

12 学級未満の高等学校に学校司書

（会計年度任用職員）を配置 

⑥司書教諭養成事業 

学校図書館の経営や指導について

専門的な知識を持つ司書教諭を養成 

⑦教育みえる化基盤事業 

認知・非認知、教科横断それぞれの

教育施策と効果をみえる化できるシ

ステムを構築 

 ⑧ＩＣＴ活用教育推進事業 

生徒一人一台端末環境に対応する

ための環境を整備 

 ⑨ＣＯＲＥハイスクール・ネットワー 

ク構想 

中山間・離島の小規模高等学校の

教育環境改善のためのネットワーク

を構築 

教育委員会 
[教育指導課] 
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

227 教育魅力化人づく

り推進事業 

346,136  学校と地域が協働して取り組む「教育

の魅力化」を支援（№156 再掲） 

 ①学校と地域が一体となって子どもた

ちを育む協働体制（高校魅力化コン

ソーシアム）の運営を支援 

  ・協働体制に係る運営マネージャー

の配置を支援 

  ・協働体制の運営に係る経費を支援 

 ②地域資源を活用した特色ある教育の

推進 

  ・学校と地域の協働による探究学習

の取組を支援 

  ・県外生徒募集の取組を支援 

  ・大学や企業等と連携した先駆的な

取組を支援 

 ③探究学習に携わる人材の育成、確保 

  ・地域と学校をつなぐ魅力化コーデ

ィネーターや主幹教諭の養成・育

成を目的とした研修会等を実施 

  ・外部人材活用を支援するデータベ

ースを構築 

④ふるさと教育の強化 

・「ふるさと教育」を推進する小中学

校の活動を支援 

 ⑤教育魅力化推進事業 

  ・「教育の魅力化」の成果を図る仕組

みを構築、実施 

教育委員会 
[教育指導課] 

[社会教育課]
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

228 子ども読書活動推

進事業 

177,150 学校図書館の充実と活性化による図書

館を活用した教育を推進するとともに、

家庭や地域における子ども読書活動を推

進（№112、155 一部再掲） 

 ①小中学校等 

小中学校の学校図書館を拠点に児

童生徒一人一人に寄り添った学びの

支援を行うため、「学びのサポータ

ー」または「学校司書」を配置する市

町村を支援 

［助成率］ 

・学びのサポーター 

市 1/2・町村 2/3 

・学校司書 

    市町村 1/3 

 ②特別支援学校 

・全校に学校司書を配置 

・学校司書の研修、図書の整備を実

施 

③県立図書館 

・学校司書・図書ボランティアの研

修 

・子ども向け図書の充実 

 ④読み聞かせや親子読書の普及 

・しまね子ども読書フェスティバル

等の実施 

・読み聞かせの記録手帳の作成・配

布により家族による読み聞かせを

推進 

教育委員会
[教育指導課] 

[特別支援教育

課] 

[社会教育課]
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

229 インクルーシブ教

育システム構築事

業 

118,065 全ての学びの場で特別支援教育を充実

させることで、障がいのある子どもの自

立と社会参加を促進するとともに、地域

を支える人材を育成（№110、150 再掲） 

①発達障がいの可能性のある子どもへ

の支援事業 

特別支援学校の教員などの専門性

を活用し、小中学校等への相談・支援

を強化 

②高等学校特別支援教育充実事業 

・県立高校において、障がいにより学

習や生活に困難さがある生徒が適

切な指導を受けられるよう、巡回

指導を行う教員を拠点校に配置

し、通級指導を充実   【拡充】

・合理的配慮アドバイザーを県教育

委員会に配置 

③切れ目ない支援体制整備事業 

関係機関と連携し、個別の教育支

援計画の作成などによる引継ぎ体制

を充実 

④特別支援学校機能向上事業 

安全で安心な医療的ケア実施に向

けた学校看護師の配置等の体制を整

備            【拡充】

⑤特別支援学校と地域の連携強化事業 

          【新規】

地域活動やスポーツ文化活動を通

じて、教育活動を地域に広げる取組

を実施 
（注）インクルーシブ教育システム：障がいのある 

   者と障がいのない者が共に学ぶ仕組み 

教育委員会 
[総務課] 

[学校企画課] 

[特別支援教育

課]

230 障がい者就業支援

事業 

145,655  特別支援学校高等部卒業者等を特別支

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 

［特別支援学校］全 12校 

 ［教育事務所］出雲 

 ［その他］ 

教育庁総務課、県立図書館、埋蔵文

化財調査センター 

教育委員会 
[総務課] 

[特別支援教育

課]
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

231 特別支援学校職業

教育・就業支援事

業 

12,798 特別支援学校高等部において、生徒の

希望や適性に応じた進路先の確保や就職

後の定着、技能向上に向けた取組を推進

（№86、157 再掲） 

 ①進路指導の充実 

特別支援学校に非常勤講師を配置

し、進路指導に必要な時間を確保す

ることで、在校生の職場体験受入先

の開拓や卒業生のアフターケアなど

を実施 

［実施校］ 

    ６校（松江、出雲、浜田、石見、

益田、隠岐） 

 ②技能の向上 

合同学習や学習成果の発表を通し

て、生徒の意欲や職業スキルの向上

を促進 

教育委員会 
[特別支援教育

課]

232 食育推進事業 2,753 食育を通じて次代を担う子どもの望ま

しい食習慣の形成を推進 

 ①食の学習ノート活用事業 

   副教材「食の学習ノート」（小学生

版）、「食育教材」（中高生版）の作成

②栄養教諭を対象とした研修 

教育委員会 
[保健体育課]

233 社会教育士確保・

養成事業 

8,444  島根大学等県内高等教育機関と連携・

協働し、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

成と社会教育主事資格取得者の計画的養

成により、社会教育を振興する人的基盤

を確保（№158 再掲） 

教育委員会 
[社会教育課] 
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

234 ふるさと人づくり

推進事業 

13,700 島根の未来を担う次世代の子どもたち

が、地域にある資源を活かして主体的に

地域でのつながりをつくっていくふるさ

と活動や、公民館を核とした社会教育に

よる人づくりの機能強化に取り組む市町

村を支援（№159 再掲） 

①つながりづくり「ふるさと活動」実践

事業 

    ［助成率］1/2 

  ［助成上限額］50万円 

②公民館等を核とした人づくり機能強

化事業 

  ［助成率］1/2 

  ［助成上限額］50万円 

教育委員会 
[社会教育課] 

235 結集！しまねの子

育て協働プロジェ

クト事業 

67,066  市町村が実施する学校支援、放課後子

ども教室、地域未来塾による学習支援、家

庭教育支援等の経費を助成（№160 再掲）

 ［負担割合］国 1/3・県 1/3・市町村 1/3

教育委員会 
[社会教育課] 

236 高等学校校舎等整

備事業 

187,493 

［うち補正］

187,493 

 生徒・教職員の安全確保及び実習環境

の充実のため、老朽化が顕著な高校の実

習施設を整備 

 ［対象校］ 

  ・矢上高校   堆肥舎 

  ・隠岐水産高校 艇庫 

教育委員会 
[教育施設課]

237 教育財産維持管理

事業 

250,000  学校施設の省エネルギー化実現のた

め、県立学校における普通教室・特別教室

等の照明器具のＬＥＤ化を推進 

教育委員会 
[教育施設課]

238 社会教育施設にお

ける障がい者スポ

ーツ用具等整備事

業 

50,403

［うち補正］

50,403

特別支援学校の児童生徒等を含む、障

がい者のスポーツを通じた社会参加等を

進めるため、社会教育施設に障がい者ス

ポーツの用具等を整備 

教育委員会 
[社会教育課] 
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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 予算額 概要 部局名 

239 芸術文化センター

整備事業 

1,529,429 芸術文化センターのホール天井の耐震

改修と併せ、空調・照明・音響等設備の更

新等を実施 

 ［事業期間］Ｒ２～４ 

 ［総事業費］19 億円 

 ［Ｒ４事業内容］ 

  ・ホール天井の耐震改修  

  ・大ホール音響設備更新 

・舞台機構更新 等 

環境生活部 
[文化国際課]

240 文化芸術振興支援

事業 

35,772 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（№146 再掲） 

 ①島根県民文化祭の開催 

   県総合美術展（県展）、硬筆アート

展、文芸作品公募、文芸フェスタ 

 ②文化芸術次世代育成支援事業 

   文化芸術団体による子どもたちへ

の発表機会や鑑賞機会の提供、ワー

クショップの実施 

環境生活部 
[文化国際課]
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

241 新規 浮世絵コレクショ

ン活用事業 

28,250 県内外から美術館への来館者を増やし

新規ファンの獲得を図るため、所蔵する

世界有数の葛飾北斎コレクションの魅力

を県内外に発信 

①県民向けＰＲ・広報等の強化 

・館外での子ども向け北斎ワークシ

ョップを実施 

・北斎コレクションの特集番組を制

作・放送 

②北斎コレクション基礎資料作成 

・コレクションデータベースを構築 

・Ｒ５年２月からの企画展の開催に

あわせて「総目録」を作成 

③作品の保存・修復 

作品の価値を維持するとともに、

展示が可能な状態にするための保

存・修復を実施 

④全国向けＰＲ・広報等の実施 

・雑誌等への広告掲載やノベルティ

の作成・提供など、県外からの誘客

に向けた取組を実施 

・東京・大阪での北斎ワークショップ

を開催 

・浮世絵コレクション特設サイトを

拡充 

環境生活部 
[文化国際課] 

242 国民スポーツ大会

開催準備事業 

54,857 令和12年に開催を予定している国民ス

ポーツ大会・全国障害者スポーツ大会に

向けて、準備委員会総会等の開催、県民向

け広報を実施 

・準備委員会総会等の開催 

・愛称・スローガン、マスコットキャラ

クターを活用した広報の実施 

・競技会場選定等に必要な調査の実施 

環境生活部 
[スポーツ振興

課]
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

243 国民スポーツ大会

競技力向上対策事

業 

256,154 令和12年に開催を予定している国民ス

ポーツ大会での総合優勝の獲得及び大会

終了後も継続する競技力強化に向けた取

組を実施 

①組織体制の整備・充実 

・競技団体の組織の柱となるリーダ

ーを育成するなど組織体制の強化

を図るため、先催県からの情報収

集や中央競技団体との交流・連携

を促進 

②選手の発掘・育成・強化 

・未就学児や小学生を対象として、身

近な運動遊びを通した運動への興

味付けや習慣化の取組を実施 

・運動能力に優れた小学生を選抜し、

各種競技スポーツを体験させなが

ら、適性のある競技を選択できる

ようなタレント発掘事業を実施

  【新規】

 ・競技団体が選抜した小中学生の合

同練習会や県外遠征を実施 

 ・高校重点校指定競技の県外遠征や

県外強豪校との合同練習会を実施 

  ・近年、国体の入賞やブロック大 

   会突破といった実績が無い競技の 

   県外遠征を実施     【新規】

・県外の優秀指導者をアドバイザー

として招請し、トレーニング方法、

戦術、振り付け等の指導を実施 

        【新規】

③指導者の養成・資質の向上 

 ・専門的な指導ができる地域指導者

を強化指定校等に配置し、部活動

の指導体制を強化 

 ・地域の人材を指導力のある指導者

のもとに配置し、専門的な指導が

できる地域指導者を養成 

 ・選手強化の中心となる指導者の更

なる指導力向上のため、県外研修

経費を支援       【新規】

④選手・指導者を支える環境整備 

 ・普及・強化活動で使用する特殊で高

額な競技用具を計画的に整備

 ・競技団体や高校重点校等に対して、

スポーツトレーナーやスポーツ栄

養士などを派遣 

環境生活部 
[スポーツ振興 

課] 
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・アスレチックトレーナーやスポー

ツ栄養士の資格取得のための研修

経費を支援 

・大学等と連携し、身体能力等を科

学的に計測・評価して効果的なト

レーニングを実施 
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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 予算額 概要 部局名 

244 外国人の受入れ・

共生事業 

238,902 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、外国人住民と日本

人住民が共に支え合う地域づくり等を推

進 

（№140、145、152、224 一部再掲） 

①日本語指導が必要な児童生徒への支

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 

・宍道高校における日本語指導体制 

の強化 

・教職員研修の充実 

・外国人生徒に対し日本語指導や生

活指導等を行う私立高等学校等を

支援 

②外国人住民の生活や日本語学習の支

援 

・日本語学習の機会を提供するため、

地域訪問型・企業訪問型に加えオ

ンライン型による日本語教室を開

催           【拡充】

・多言語によるワンストップ型相談

窓口を設置       【拡充】

・専門家（弁護士・臨床心理士）と連

携した相談体制を整備 

・医療通訳を養成・確保 

・「外国人地域サポーター」を配置 

・県ホームページでの多言語変換機

能による情報提供を実施 

・ＳＮＳを活用した外国人住民への

情報伝達を実施 

・外国人患者が安全・安心に医療サー

ビスを受けられる体制を整備 

・市町村と連携し、外国人住民向け 

のイベントや日本人住民向けセミ

ナーを開催 

  ・高等技術校において就職を希望す

る定住外国人を対象とした職業訓

練を実施           

③外国人を雇用する事業者等への支援

  外国人雇用に関する企業向けの情

報提供窓口を設置 

環境生活部 
[文化国際課] 

政策企画局 
[広聴広報課] 

総務部 
[総務課] 

健康福祉部 
[医療政策課] 

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]
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

245 女性保護事業 87,679  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 

 ①女性相談事業 

  ・女性相談センターに女性相談員等

を配置し広く女性相談を実施 

  ・県民への啓発活動や適切な相談実

施のための研修会等を開催 

 ②性暴力被害者支援センター事業 

  ・女性相談センターが中心となり、

関係機関と連携して被害者を支援 

  ・民間支援団体と連携し、夜間休日

の支援体制を強化 

 ③ＤＶ被害者等保護事業 

・ＤＶ被害者等を一時保護所等にお

いて保護 

・ＤＶ被害者が一時保護所を退所す

る際に必要な生活資金や住宅資金

を貸付 

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 予算額 概要 部局名 

246 三瓶小豆原埋没林

保存・活用事業 

5,600  保存検討委員会の検討結果に基づき、

埋没林の保存対策を実施 

［実施内容］ 

 ・展示棟内の埋没木の劣化防止のた 

  めの保存処理 

環境生活部
[自然環境課]

247 しまねの自然公園

満喫プロジェクト

推進事業 

129,855

[うち補正]

20,000

大山隠岐国立公園をはじめ、県内の自

然公園において、国や市町村等と連携し、

快適な利用環境の整備や体験プログラム

の造成、情報発信を行い、観光誘客を促進

（№121 再掲） 

①自然公園を活用した誘客促進補助金 

自然公園を活用した体験プログラ

ムの拡充や、周遊促進などの取組を

支援し、県内の自然公園への誘客を

促進 

［助成対象者］ 

・しまねの自然公園満喫プロジェ

クトを推進する地域協議会 

・観光協会 

・法人 

・法人格を持たない民間団体 

 ※いずれも県内団体に限る 

［助成対象経費］ 

事業の実施に必要な経費（商品

開発や販路開拓に必要な催行費、

導入運営費、活動費等） 

［助成率］1/2 

［助成上限額］500 万円 

②自然公園の魅力発信 

国内外から誘客を促進するため、

県内の自然公園の魅力をホームペー

ジ等で発信 

③受入れ環境の整備 

遊歩道、案内標識など安全・安心で

快適に滞在できる環境を整備 

環境生活部 
[自然環境課]
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

248 隠岐ユネスコ世界

ジオパーク活用推

進事業 

152,739

[うち補正]

10,000

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（№122 再

掲） 

・隠岐ユネスコ世界ジオパーク推進協

議会によるガイド養成、広報等を支

援 

・子どもたちが隠岐諸島の魅力を知り、

学ぶ体験学習を開催 

・世界ジオパーク再認定に向けた施設

整備等を実施 

・隠岐の島町、海士町のジオパーク拠 

 点施設、中核施設の整備費を支援 

環境生活部 
[自然環境課]

249 新規 レッドデータブッ

ク改訂事業 

2,805  絶滅の危機に瀕している野生動植物の

個体や生息・生育地などの保護・保全活動

を推進するため、しまねレッドデータブ

ックの改定に向けた調査等を実施 

環境生活部 
[自然環境課]

250 宍道湖・中海賢明

利用推進事業 

8,669 宍道湖・中海の湖沼環境の保全と賢明

利用を推進（№123 再掲） 

①水辺に親しむ環境教育・普及啓発事 

 業 

小中学生を対象とした宍道湖や中

海に流入する身近な川の調査や、湖

沼モニターによる湖沼環境の評価を

実施 

②ラムサール・大型水鳥啓発事業 

・鳥取県と連携し、こどもラムサー 

 ル交流会等を実施 

・水鳥観察会等の実施 

・中海・宍道湖一斉清掃の実施 

③大型水鳥を活用した広域ネットワー

ク支援事業 

民間団体、関係市及び県で構成す

る協議会による、トキやコウノトリ

の生息環境づくりや普及啓発の取組

を支援 

環境生活部 
[環境政策課]

-144-



（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

251 島根の歴史文化活

用推進事業 

50,488 調査研究によって磨き上げた島根の歴

史文化について、県関係部局、市町村及び

ゆかりの深い他県と連携しながら県内外

に情報発信し、文化財保存継承の気運醸

成や、島根の認知度向上につなげる取組

を推進（№40 一部再掲） 

①県内各地の多様な歴史文化をテーマ

とした講座やシンポジウムの開催と

オンラインによる配信 

②５県が連携して、歴史文化への関心

を高めるため、「古代歴史文化賞」に

より優れた書籍を表彰 

③14 県が連携して古代歴史文化に関す

る共同調査研究を実施し、その成果

を全国に発信 

④オンラインを活用し島根の歴史文化

の魅力を県内外に広く発信 

教育委員会 
[文化財課]

商工労働部 
[観光振興課]

252 未来へ引き継ぐ石

見銀山保全事業 

83,364 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（№124 再掲）

①世界遺産総合調査研究事業 

・基礎調査研究 

・テーマ別調査研究 

②世界遺産保存整備事業 

・史跡等の整備・修理 

・拠点施設運営補助 

③世界遺産総合情報発信事業 

世界遺産情報発信、講座等開催 

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 予算額 概要 部局名 

253 竹島領土権確立対

策事業 

31,867 「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 

 ・竹島問題研究会の開催 

 ・竹島の日記念行事の実施 

 ・啓発パンフレットの作成や竹島資料 

室の運営など広報啓発活動の実施 

総務部 
[総務課]

254 新規 デジタル戦略推進

事業 

11,768 ＩＣＴ利活用の推進により、県民の利

便性向上等を図るため、市町村の人材育

成や事業者を対象とする研修、情報格差

が生じないような対策等を実施 

①ＤＸ推進事業 

市町村職員等に対してＤＸ（デジ

タル・トランスフォーメーション）の

基本的な取組に関する研修を実施 

②地域デジタル活用研修講師育成事業 

高齢者等に対するＩＣＴ機器利用

講習会の講師人材を育成するための

研修を実施 

③５Ｇ利活用推進に向けた普及啓発事

業 

県民が５Ｇ技術を体験できる機会

を創出 

④オープンデータ普及促進事業 

企業、県民等に対してオープンデ

ータの普及促進のためのワークショ

ップ等を実施 
（注）ＤＸ（デジタル・トランスフォーメーショ

ン）：「Digital Transformation」の略称。

進化したＩＴ技術を浸透させることで、

人々の生活をより良いものへと変革させる

という概念のこと 

（注）５Ｇ：「高速大容量」「低遅延通信」「多数

同時接続」という３つの特徴を持つ第５世

代移動通信システム 

地域振興部 
[情報政策課] 
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

255 ＪＲ木次線利用促

進事業 

21,999 人口減少や新型コロナウイルス感染症

の影響による鉄道利用者減少に歯止めを

かけるため、地元協議会が実施する利用

助成などの取組を支援（№40 一部再掲） 

①木次線乗車を伴う移動への助成 

［事業内容］ 

学校や町内会などの団体が木次

線乗車を伴う移動をした場合のＪ

Ｒ運賃、貸切バス運賃等を助成 

［助成率］1/2 

［助成上限額］１件当たり 10 万円 

［負担割合］県 2/3・市町 1/3 

②木次線を活用したツアー造成・販売

支援           【拡充】

県内外の観光客を対象とした木次

線乗車を盛り込んだツアーの造成・

販売の支援等 

地域振興部 
[交通対策課] 

商工労働部 
[観光振興課]

256 特定有人国境離島

地域社会維持推進

交付金事業 

358,330 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 

①航路運賃低廉化事業 

隠岐航路の現行住民運賃をＪＲ運

賃並みに引き下げ 

［引き下げ限度額］ 

ＪＲ在来線運賃並み（ジェット

フォイルは特急指定席並み） 

［負担割合］ 

国 5.5/10・県 2.25/10・ 

町村 2.25/10 

②航空路運賃低廉化事業 

隠岐－出雲間の現行住民航空路運

賃を新幹線並みに引き下げ 

［引き下げ限度額］新幹線運賃並み 

［負担割合］ 

国 5.5/10・県 2.25/10・ 

町村 2.25/10 

地域振興部 
[交通対策課] 
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

257 生活交通ネットワ

ーク総合支援事業 

411,167 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 

①地域生活交通再構築実証事業 

「小さな拠点づくり」に向けて、輸

送需要に応じた最適な交通手段の組

み合わせによる地域生活交通の再構

築を図るため、実証事業等に取り組

む市町村を支援 

［支援内容］ 

・立ち上がり支援 

・運行支援  

［実施箇所］30か所程度 

［助成対象］ 

デマンド型バス・乗合タクシー

や公共交通空白地有償運送等 

［助成率］ 

・立ち上がり支援 2/3 

・運行支援 1/2 

②生活交通確保対策交付金 

・市町村が行うバス路線等に対し、運

行経費の一部を助成 

・ＮＰＯ等が行う公共交通空白地有

償運送に対し、運行経費の一部を

助成 

［助成率］1/3～1/2 

③地域間幹線系統確保維持費補助金 

バス事業者による広域的・基幹的

なバス路線の維持に対して、国庫補

助と協調して、県・市町村が運行経費

等を助成 

［助成率］1/2 

④広域バス路線維持費補助金 

バス事業者による複数市町村に跨

るバス路線の維持に対して、県・市町

村が運行経費を助成 

［助成率］1/2 

地域振興部 
[交通対策課] 

制度改正 地域の実情に合った効率的な運行形態

への転換を促すため、バスの運行欠損額

への支援に関して、補助対象額に上限を

設けるとともに、路線バス等の代替とし

て実施する乗用タクシーの利用助成を支 

援対象に追加するなどの見直しを実施

（令和４年10月から新制度の適用を開始

し、令和５年度予算から反映） 
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

258 新規 公共交通人材確保

推進事業 

2,000 県内の公共交通事業者の人材確保のた

め、島根県旅客自動車協会が行う女性を

ターゲットにした広報などの入職促進策

に係る経費の一部を助成 

［助成率］2/3 

地域振興部 
[交通対策課]

259 一畑電車運行維持

事業 

195,243 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 

①基盤整備維持費補助金 

線路・電路・車両の維持、修繕、更

新に対する助成 

［負担割合］県 1/2・市 1/2 

②安全輸送設備等整備事業費補助金 

安全性向上に資する設備の整備に

対する助成 

［負担割合］国 1/3・県 1/3・市 1/3 

地域振興部 
[交通対策課]

260 隠岐航路運航維持

事業 

99,190 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 

①船舶の導入に対する支援 

超高速船及び島前内航船整備に要

する財源として、隠岐４町村が借り

入れた過疎対策事業債の元利償還金

の一部を助成 

②船舶の運航に対する支援 

・島前内航船運航支援 

島前町村組合が運航する島前内

航船の運航費にかかる毎年度の欠

損額の一部を助成 

・超高速船運航支援 

超高速船レインボージェットの

安定的な運航を図るため、指定管

理料に対する隠岐４町村の実負担

の一部を助成 

［運航主体］隠岐汽船（株） 

船舶を所有する隠岐広域連合

からの指定管理 

地域振興部 
[交通対策課] 
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

261 道路整備事業（骨

格幹線） 

 5,373,655

[うち補正]

608,375

高速道路整備のストック効果を早期に

全県へ波及させるとともに、災害時や緊

急時の輸送路として重要な役割を担う

「骨格幹線道路」について、未改良区間の

整備を優先的に実施 

［計画概要］ 

県管理道路約 3,000km のうち、骨

格幹線道路に位置づけられる約

690km の整備（Ｒ３年３月末の整備率

96％） 

土木部 
[道路建設課] 

262 松江北道路整備事

業 

713,400

[うち補正]

301,600

松江市街地の渋滞緩和、災害時の迂回

機能の確保及び山陰道へのアクセス向上

等を目的として、地域高規格道路境港出

雲道路の一部となる松江北道路の整備を

実施 

［計画概要］ 

延 長 10．5km 

道路規格 第３種第２級 

設計速度 60km／h 

車 線 数 ２車線 

幅 員 8.0ｍ 

［Ｒ４実施内容］測量設計 

土木部 
[道路建設課] 

263 松江熊野線街路事

業 

105,000 橋梁の老朽化、耐震基準への対応及び

安全な歩行空間確保のため、新大橋の架

け替え等を実施 

［事業期間］Ｈ28～Ｒ10 

土木部 
[都市計画課] 

264 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） 

152,588 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 予算額 概要 部局名 

265 島根県再生可能エ

ネルギー利活用総

合推進事業 

81,223 「島根県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（№125

再掲） 

①事業化に向けた可能性調査等の経費

を助成 

 ［助成率］1/2 以内（上限 500 万円）

②小水力発電可能性調査を実施【新規】

③再生可能エネルギーによる地域活性

化支援事業 

・自治会等が地域活性化を目的とし

て導入する設備導入の経費を助成 

［助成額］150 万円以内（蓄電池設

置は 10 万円を加算） 

・発電事業者が雇用創出や地域貢献

に併せて取り組む設備導入の経費

を助成 

［助成額］500 万円以内 

④住宅用太陽光発電等の設備導入費を

助成した市町村に対して経費を助成 

・住宅用太陽光 

   ［助成額］１万円／kW（上限４万円）

ただし、市町村が１万円／kW

以上の上乗せ助成制度を設けて

いる場合は、２万円／kW（上限８

万円）に引き上げ   【拡充】

    ・木質バイオマス熱利用 

   ［助成率］市町村補助額の 1/2 以内

  （上限 40 万円）

・太陽熱等利用設備、林地残材の集積装置

［助成率］1/2 以内（上限 30 万円）

・蓄電池設備（既設太陽光への設置も

可）          【拡充】

   ［助成額］10 万円（定額） 

⑤家庭用燃料電池（エネファーム）の普

及を図るため、モデル的に導入経費

を助成 

［助成額］10 万円（定額） 

⑥講師派遣、再生可能エネルギー教室

等の実施 

地域振興部 
[地域政策課]

企業局 
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

266 宍道湖・中海水質

保全事業 

45,099 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 

①水質汚濁メカニズム調査事業 

メカニズム解明に必要な調査・研

究、専門家による検討会を実施 

②水草対策等推進事業 

水草の異常繁茂による環境への影

響調査と水質改善策による効果検証

を実施 

③アオコ等プランクトン調査事業 

アオコ発生のプロセス等を解明す

るためのデータ収集と調査分析を実

施 

④湖沼水質保全活動促進事業 

流域住民、団体等と協働して環境

学習会や清掃活動を実施 

環境生活部 
[環境政策課] 

267 エコライフ推進事

業 

124,849 脱炭素・循環型社会の実現に向け、持続

可能なライフスタイルを啓発するための

施策を総合的に推進 

①環境に関わる人づくり 

・小中高等学校等における産業廃棄

物に関する環境教育を支援 

・専門的知識や経験を持った「しまね

環境アドバイザー」を学校、自治

会、企業等へ派遣 

・学生や地域づくり団体等が取り組

む環境保全活動を支援 

 ・新たな環境教育プログラムの開発

②社会全体での取組の推進 

・環境に配慮した活動に取り組む「し

まエコショップ」と連携し、環境に

配慮した消費行動への転換を促進 

・住宅の省エネルギー化をテーマと

したセミナー等を開催 

・エコ経営相談やエコアドバイザー

の派遣により、企業の環境配慮型

経営を促進 

・しまねグリーン製品の利活用を促

進 

・市町村地球温暖化対策協議会の活

動を支援 

・脱炭素社会・循環型社会の実現に

つながる広報の実施 

環境生活部 
[環境政策課] 
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

268 産業廃棄物減量税

促進事業 

214,713 産業廃棄物減量税を活用し、産業廃棄

物の発生抑制・再利用等による減量化等

の取組を促進（№267一部再掲） 

１ 事業者の再資源化等への支援 

①産業廃棄物３Ｒ推進施設等整備事業 

産業廃棄物の再資源化施設の整備

を支援 

［助成率］原則 1/3（上限額３千万円）

②資源循環型技術開発支援事業 

事業者の産業廃棄物の発生抑制等

の技術開発を支援等 

［助成率］2/3（上限額１千万円） 

③資源循環型基礎研究実施事業 

産業廃棄物の発生抑制等の基礎研 

  究 

④しまねグリーン製品認定・普及促進

事業 

・認定製品の販路拡大を支援 

・県及び市町村の公共工事において

グリーン製品の利活用を推進 

⑤環境配慮型経営支援事業 

エコ経営相談やエコアドバイザー

の派遣により、企業の環境配慮型経

営を促進 

２ 適正処理の推進 

①廃棄物適正処理指導員を配置 

②不法投棄等対策を強化 

３ 環境教育の推進 

①３Ｒ普及啓発事業 

環境に配慮した活動に取り組む

「しまエコショップ」と連携し、環境

に配慮した消費行動への転換を促進 

②学校における３Ｒ・適正処理学習支 

援事業 

小中高等学校等における産業廃棄

物に関する環境教育を支援 

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] 
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

269 海岸漂着ごみ等対

策事業 

253,098 県内各海岸の海岸漂着物対策を推進 

①海岸漂着物の回収・処理の実施 

  事業者による計画的な回収・処理 

 を実施 

②海岸漂着物の発生源対策に関する啓 

 発 

 ・県内の小中学生による漂着物調査 

 ・県内学生と韓国学生による海外由

来漂着物の実態確認 

環境生活部 
[廃棄物対策課]

270 浜山公園整備事業 272,160 令和12年に開催を予定している国民ス

ポーツ大会・全国障害者スポーツ大会に

向けた施設整備を実施 

［Ｒ４事業内容］ 

  ・陸上競技場照明の実施設計 

  ・野球場照明の更新整備 

  ・駐車場の増設 

土木部 
[都市計画課]
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

271 しまね長寿・子育

て安心住宅リフォ

ーム助成事業 

171,500 既存住宅のバリアフリー又は子育てに

資するリフォームに要する経費の一部を

助成（№113 再掲） 

［助成対象］ 

下記のいずれかの改修であって、

新型コロナウイルス感染防止等対応

に係る工事費が対象工事費の 1/4 以

上であるもの 

・バリアフリー改修 

60 歳以上の者又は障がい者が居

住する住宅 

・子育てに資する改修 

子育て世帯が居住する又は近居

する住宅 

［助成対象住宅の条件］ 

下記のいずれかの住宅であって、

耐震性能を有するもの又は改修によ

り一定の耐震性能を有するものとな

ること 

・一戸建て住宅 

・分譲マンションの住戸（区分所有

されているもの） 

［助成率］1/4 

［助成上限額］25 万円 

・子育て世帯とその親世帯が同居又

は近居する場合 10 万円加算 

・耐震改修を行う場合 30 万円加算 

・空き家バンク登録住宅を購入して

改修する場合 10 万円加算 

［助成予定戸数］550戸 

［事業主体］島根県建築住宅センター 

［施工者］県内に本店を有する事業者 

土木部 
[建築住宅課] 

272 水力発電所再開発

事業 

（電気事業会計） 

2,387,919 水力発電所のリニューアル 

［総事業費］約 189 億円 

［事業期間］Ｈ26～Ｒ５ 

［事業内容］ 

発電施設及び導水路等の再整備 

［事業箇所］ 

・三隅川発電所 

・八戸川第三発電所 

・勝地発電所 

企業局 
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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 予算額 概要 部局名 

273 消防職員・消防団

員活動強化事業 

73,029 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 

・消防団の加入促進、知名度向上・イメ

ージアップを図るための広報事業 

・消防団員研修の実施 

・消防団員訓練へのインストラクター

派遣 

防災部 
[消防総務課] 

274 防災情報システム

整備事業 

407,500

［うち補正］

407,500

地震発生時に、安定的かつきめ細かな

震度観測、観測データの確実な伝送がで

きるよう、機器の更新、伝送データの大容

量化等を行い、震度情報ネットワークの

機能を強化 

・震度計の更新 

・県と消防庁間等のネットワーク設備

の更新 等 

防災部 
[消防総務課] 
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

275 震災・風水害等災

害対策事業 

76,175 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 

①防災訓練の実施（情報伝達、避難訓

練、応急対策等） 

・住民が主体となった避難所運営を

想定した実働訓練 

・中国５県共同防災訓練 

②防災研修の開催等 

・地域防災人材育成研修 

・自主防災組織のリーダー等への研

修や防災安全講習 

・自主防災組織の中心的な役割を担

う防災士を養成するため、市町村

と連携して防災士養成講座を開催 

 ［受講対象者］ 

   地域住民等 

 ［負担割合］ 

   県 1/2・市町村 1/2 

 ③防災備蓄物資の更新・補充 

防災備蓄物資整備計画で想定する

備蓄物資の更新・補充を実施 

 ④市町村等の防災力向上支援 

・災害時における住家被害の認定に

関する研修 

・三瓶山の情報共有のための講演会

等の開催 

・被災地に派遣する職員等を対象に、

避難所運営等の実践的な研修を実

施 

 ⑤被災世帯の生活再建支援 

被災世帯に住宅の補修等に係る支

援金を支給した市町村に対し、当該

支援金の一部を支援 

防災部 
[防災危機管理

課]
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

276 原子力防災・安全

対策事業 

1,379,033 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 

①原子力防災資機材の整備 

緊急時に備え、防護服、防護マス

ク、個人線量計等の防災資機材を整

備 

②モニタリング機能の強化 

放射線・放射性物質測定機器の更

新 

③２県６市による防災訓練の実施 

初動対応、住民避難、緊急時モニタ

リング等 

④普及啓発の実施 

広報誌やパンフレット等の作成配

布、講演会の開催等 

⑤県立浜山公園体育館（カミアリーナ）

の環境整備          【新規】

   原子力災害時に、職員が業務を行

う環境を整備 

防災部 
[原子力安全対 

策課]

277 島根県原子力防災

安全等対策交付金 

249,788  島根原子力発電所の立地市及び周辺３

市が実施する原子力防災安全、地域振興、

住民福祉の向上に資する対策を支援 

［交付額］ 

・核燃料税収入額に対して、以下の交

付割合により算定した額 

・ただし、周辺３市については、交付

割合で算定した額が以下の基本額

を下回る場合には、基本額を交付 

               【拡充】

〔交付割合〕 〔基本額〕

    松江市  12％ 

    出雲市  ４％   ８千万円 

    安来市  ２％   ４千万円 

    雲南市  ２％   ４千万円 

地域振興部 
[地域政策課] 
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

278 新規 原子力災害時等に

おける避難車両の

維持・確保事業 

14,332  原子力災害時等において、住民等の輸

送業務を担うバス事業者に対して、車両

の維持経費の一部を助成 

［助成対象者］ 

  ・避難輸送等にかかる協定を締結し

ている（一社）島根県旅客自動車協

会の会員事業者 

［助成対象経費］ 

  ・貸切バスの維持経費 

［助成額］（定額） 

  ・大型バス ５万円／台 

 ・中型バス ４万円／台 

 ・小型バス ３万円／台 

地域振興部 
[交通対策課]

279 新型インフルエン

ザ等対策事業 

204,859 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 

①初動対応体制の確保 

帰国者接触者相談センターの設置、

ウイルス検査及び感染拡大防止対策

経費 

②空床確保 

県の要請により重症患者等の受入 

  れのために空床を確保した医療機関 

を支援 

③備蓄物品の更新 

発生に備え備蓄している防護服等

の更新 

健康福祉部 
[感染症対策室]

280 風雪害等による農

業施設等復旧対策

事業 

402,557 風雪害等に備え、農業施設等の復旧費

に対する助成額を計上（№23 再掲） 

農林水産部 
[農畜産課]

281 道路整備事業（落

石対策） 

2,578,375

［うち補正］

1,090,856

道路の安全を確保するため、「落石に係

る道路防災計画」に基づく対策等を実施

［主な対策等］ 

・道路斜面点検及び危険な石の除去 

・落石防護網等の設置 

土木部 
［道路維持課］ 

282 河川整備事業（江

の川流域浸水対

策） 

558,250  近年の豪雨災害により幾度も浸水被害

を受けた地区の再度被災を防ぐため、江

の川支流県管理河川の河道拡幅、築堤、樋

門整備等を実施 

土木部 
[河川課]

-159-



（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

283 水防情報システム

整備事業 

34,000 雨量や河川の水位、ダムの流入量など

のデータを一元的に管理し、関係機関及

び県民へ水防情報を提供するシステムを

更新整備 

［事業期間］Ｈ29～Ｒ５ 

土木部 
[河川課]

284 県管理河川へのカ

メラ及び水位計の

増設 

100,000 近年頻発する大雨災害等から住民の安

全を守るため、県管理河川のカメラ及び

水位計を増設 

［事業期間］Ｒ４～５ 

［設置箇所］ 

Ｒ３災で浸水被害のあった箇所を

中心に設置 

土木部 
[河川課]

285 中小河川における

浸水想定区域図の

作成 

150,000 水防法の改正により、浸水想定区域の

指定対象がこれまでの大規模河川のみか

ら中小河川を含む全河川へ拡大されたこ

とに伴い、県内 595 河川の浸水想定区域

図を作成 

［事業期間］Ｒ３～４ 

土木部 
[河川課]

286 新規 ＰＣＢ含有塗膜処

理事業（ダム） 

200,000 県管理ダムにおいて、ＰＣＢ含有塗膜

が塗装されている放流ゲート等につい

て、法律上の期限である令和９年３月ま

でに塗膜の剥取・処分、再塗装を実施 

［事業期間］Ｒ４～８ 

土木部 
[河川課]

287 土砂災害予警報シ

ステム再開発事業 

142,800 土砂災害危険度情報や土壌の雨量など

のデータを一元的に管理し、関係機関及

び県民へ情報提供するシステム等を更新

整備 

［事業期間］Ｈ30～Ｒ４ 

［Ｒ４実施内容］観測施設の更新整備 

土木部 
[砂防課]
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

288 防災集団移転促進

事業支援交付金 

3,840 住民の生命等を災害から保護するた

め、浸水想定区域並びに土砂災害警戒区

域及び土砂災害特別警戒区域内にある住

居を対象に国の防災集団移転促進事業を

実施する市町村の取組を支援 

［事業主体］市町村 

［対象区域］ 

・浸水想定区域 

・土砂災害警戒区域又は土砂災害特

別警戒区域       【拡充】

［交付要件］ 

対象家屋（対象５戸以上）の移転先

が同一市町村であること 

［交付率］市町村の実負担額の 1/2 

［交付上限額］250 万円／戸 

土木部 
[都市計画課]

289 木造住宅耐震改修

等事業 

6,378 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 

［実施主体］市町村 

［上限額］ 

・補強計画策定   100,000 円／戸 

・耐震改修・建替え 209,000 円／戸 

・解体       100,000 円／戸 

・総合的支援（設計・耐震改修等） 

250,000 円／戸 

土木部 
[建築住宅課]
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

290 要安全確認計画記

載建築物に対する

耐震診断・改修助

成事業 

46,328 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

道路を閉塞させる恐れがある建築物の耐

震診断及び改修等に要する経費の一部を

助成 

［実施主体］市町村 

［対象施設］ 

国の新耐震基準導入（昭和 56 年）

以前に建築され、県及び市町村の耐

震改修促進計画において指定した緊

急輸送道路沿いで道路を閉塞する恐

れがある建築物 

①耐震診断助成 

［負担割合］ 

国 1/2・県 1/4・市町村 1/4 

［上限額］ 

1,050円／㎡～3,670円／㎡以内

②耐震改修等助成 

［負担割合］ 

   国 2/5・県 1/6・市町村 1/6・ 

事業者 4/15 など 

 ［上限額］ 

   住宅   34,100 円／㎡以内 

   住宅以外 51,200 円／㎡以内 

（Is 値 0.3 未満の場合：56,300 

円/㎡） 

土木部 
[建築住宅課]

291 ブロック塀等の安

全確保事業 

3,168 地震発生時におけるブロック塀等の倒

壊または転倒による災害を防止するた

め、危険性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 

［実施主体］市町村 

［対象経費］ 

県・市町村が指定する避難路等に

面している危険性が高いブロック塀

等の撤去費（撤去後に安全なフェン

ス等を設置する経費を含む） 

［県助成上限額］66,000 円／１件 

［負担割合］ 

国 1/3・県 1/6・市町村 1/6・ 

所有者 1/3 など 

土木部 
[建築住宅課]
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

292 老朽危険空き家除

却支援事業 

15,500 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 

［実施主体］市町村 

［対象施設］ 

住宅地区改良法に規定する不良住

宅のうち、倒壊した際に、前面道路ま

たは隣地へ影響を及ぼす恐れがある

老朽危険空き家 

［県助成上限額］30 万円 

［負担割合］ 

国 2/5・県 1/5・市町村 1/5・ 

所有者 1/5 など 

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 予算額 概要 部局名 

293 消費者行政推進・

強化事業 

27,654 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（№144 再掲） 

①県事業 

 ・民法の成年年齢引下げ後の若年者

の消費者トラブル被害防止のため

の啓発推進 

 ・社会や環境等に配慮した消費行動

（エシカル消費）の普及啓発 

 ・消費生活に関する県民意識調査の

実施 

②市町村事業（市町村への助成） 

 ・市町村の消費生活相談窓口の機能

強化 

 ・地域における消費者教育、啓発活動

の支援 

  ・研修参加支援 

環境生活部 
[環境生活総務

課] 

294 新規 犯罪被害者等見舞

金制度事業 

900 犯罪被害者等に対し経済的負担の軽減

を図るため見舞金を支給 

 ［支給対象］ 

犯罪被害者の遺族、又は重傷病や

精神疾患を負った犯罪被害者 

 ［支給額］ 

  ・遺族見舞金  30 万円 

  ・重傷病見舞金 10 万円 

  ・精神療養見舞金５万円 

環境生活部 
[環境生活総務

課] 

295 動物管理等対策事

業 

33,346 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 

①動物愛護に係る啓発イベントを実施 

②ボランティアと連携して保健所に収

容された動物の譲渡を実施 

③保健所から譲渡される猫を対象に不

妊去勢手術にかかる費用を助成 

［助成額］雄 5,000 円、雌 10,000 円

健康福祉部 
[薬事衛生課] 

296 新運転者管理シス

テム構築事業 

166,467  全都道府県警が活用できる運転免許シ

ステムの構築に伴い必要となる機器を整

備 

警察本部 
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（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

297 交通管制システム

高度化更新事業 

155,787  交通の円滑化を図るため、信号機を制

御する交通管制システムを更新 

警察本部 

298 交通安全施設整備

事業 

68,540

[うち補正]

7,975

歩行者等の安全の確保のため、交通安

全施設の整備を実施 

①摩耗が著しい横断歩道等の道路標示

の補修を集中的に実施 

 ②児童が安全安心に通学できる環境を

確保するため、通学路危険箇所の道

路標示及び道路標識の整備を実施 

警察本部 

299 出雲警察署整備事

業 

206,667 狭隘化、機能不足が顕著な出雲警察署

について、現庁舎を活用しつつ、治安維持

の拠点としての機能を充足する新庁舎を

整備 

［事業期間］Ｒ３～６ 

［総事業費（見込）］29 億円 

警察本部 
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（参考）令和４年度ふるさと島根寄附金（ふるさと納税）活用事業 

（単位：千円） 

寄附メニュー 事業名 事業概要 
全体 

事業費

寄附金

充当額
部局名 

産業の振興 出雲コーチン種

生産対策事業 

 「出雲コーチン」の原種保存と特産

化に向けた取組を実施 

800 800 農林水産部 

未来へつなぐ工

芸品総合振興事

業 

 東京都で開催される伝統的工芸品

展ＷＡＺＡに島根ブースを設け、首

都圏の消費者にＰＲすることで、県

内の工芸品の販売拡大を推進 

1,267 156 商工労働部 

産業の振興、

移住・定住の

促進 

島根県グローカ

ル人材育成支援

事業 

 多様な視点を有し、意欲のある若

者の県内定着を促進するため、県内

企業でのインターンシップと海外留

学を組み合わせたプログラムを実施 

10,000 950 商工労働部 

自然環境の保

全 

宍道湖・中海賢

明利用推進事業 

 宍道湖・中海の湖沼環境の保全再

生、賢明な利用（ワイズユース）、環

境学習、交流、普及啓発事業を実施 

6,112 2,124 環境生活部 

生物多様性保全

事業 

 豊かな自然を保全するため、生物

多様性の普及啓発等を実施 

900 900 環境生活部 

医療・福祉の

充実 

がん関連図書整

備事業 

がんに関する正しい知識の普及を

図るため、がんの一般知識、闘病記等

がんに関連する図書を購入し、県立

図書館に設置 

100 100 健康福祉部 

がん患者社会参

加応援事業（医

療用ウィッグ等

購入経費助成事

業） 

 がん患者の社会参加を促すため、

医療用ウィッグ等の購入費を助成 

1,900 1,480 健康福祉部 

障がい者芸術文

化活動支援事業 

障がいのある方々の取組を広く紹

介するため、障がい者アート展作品

集を制作 

500 363 健康福祉部 
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（単位：千円） 

寄附メニュー 事業名 事業概要 
全体 

事業費

寄附金

充当額
部局名 

医療・福祉の充

実 

戦争体験を語り継

ぐ次世代継承事業 

 戦争を経験していない世代が、

戦争体験を継承し、戦争非体験者

に語り継ぐための継承活動を支

援 

280 280 健康福祉部 

医療・福祉の充

実、結婚・出産・

子育ての支援 

障がい者施策推進

事業（ヘルプマー

ク普及推進事業） 

 内部障がいや難病等外見から

は援助や配慮を必要としている

ことが分かりにくい方が周囲に

配慮を必要としていることを知

らせるための「ヘルプマーク」を

交付・普及 

3,000 1,145 健康福祉部 

教育・文化の振

興 

県所蔵の美術作品

を活用した教育文

化振興事業 

郷土出身の彫刻家である澄川

喜一とその作品を広く紹介し、島

根の美術・文化の継承を図る 

930 730 環境生活部 

世界を目指すアス

リート支援事業 

国際大会で活躍できる選手を

育成するため、全国規模の大会で

活躍している選手とその指導者

の国外・県外遠征費を助成 

3,556 1,000 環境生活部 

島根県立美術館

「島根ゆかりの美

術」調査研究及び

普及啓発事業 

 島根県にゆかりのある美術作

品の調査研究を行い、その成果を

冊子の作成・配布や小企画展の開

催により発表し、地域美術の顕彰

を行う。 

1,620 1,620 環境生活部 

子どもの読書

活動の促進 

学校図書館活用教

育図書整備事業 

 授業等で使用する「学校図書館

活用教育図書」の更新 

360 360 教育委員会 

ビブリオバトル島

根県大会開催事業 

高校生の読書活動を推進する

ため、生徒がお互いに本の魅力を

紹介する機会を創出 

170 170 教育委員会 

子どもの読書

活動の促進、結

婚・出産・子育

ての支援 

おすすめしたい子

どものほん事業 

図書館司書が選書した「おすす

めしたい子どものほん」の整備 

1,350 1,350 教育委員会 
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（単位：千円） 

寄附メニュー 事業名 事業概要 
全体 

事業費

寄附金

充当額
部局名 

竹島の領土権

の確立 

竹島の領土権の確

立に関する事業 

 竹島問題の解決に向け、国民世

論の啓発を図るため、広報啓発活

動を実施 

5,252 4,069 総務部 

森林の保全及

び整備 

県民の森整備費

（森林林業体験活

動推進事業） 

 景観維持・安全確保・快適利用

のため、県民の森の環境整備を実

施 

3,866 435 農林水産部 

防災対策の推

進 

地域防災人材育成

研修事業 

 自主防災組織の結成及び活動

促進につながる人材育成研修を

実施 

1,000 868 防災部 

移住・定住の促

進 

ふるさと島根定住

推進事業 

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、

地域別、年代別、性別など属性に

応じた県単独の移住イベントを

開催 

43,356 16,080 地域振興部 

結婚・出産・子

育ての支援 

しまね保育実習等

旅費支援事業 

 県内での就職を促すため、県外

の学生が県内保育所等で実習す

る場合、旅費の一部を助成 

1,145 1,145 健康福祉部 

新型コロナウ

イルス感染症

対策 

医療従事者への危

険手当補助事業 

 新型コロナウイルス感染症患

者の治療等に従事した医療従事

者へ手当を支給した医療機関に

対して、その手当の一部を助成 

195,000 3,500 健康福祉部 

合計 39,625
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