
平成２９年度当初予算の要求の概要（主な事業）

Ⅰ 活力あるしまね

１．ものづくり、ＩＴ産業の振興
（単位：百万円）

NO 区分 予算 事 業 名 要求額 要求の概要 部局名

区分

1 創生 しまねのものづくり 411 グローバル化の進展などにより国内製造業の環境が激変する 商工労働部

部局 産業活性化プロジェ 中、県内ものづくり産業の競争力強化に向けて、県内企業の経 [産業振興課]

クト 営力・技術力・販売力の強化や企業間連携、強みを持つ集積産

業の新たな取組、生産性向上のための新技術導入などを支援

2 創生 しまね海外ビジネス 80 県内雇用の維持・拡大等を目的に、成長著しい新興国など海 商工労働部

展開支援事業 外へのビジネス展開や輸出などにより海外需要を取り込もうと [産業振興課]

する中小企業の進出検討段階から現地における円滑な事業運営

までの一連の取組を支援

3 特需 先端技術イノベーシ 286 県内企業と産業技術センターが密接に連携して、企業の市場 商工労働部

ョンプロジェクト 競争力の向上と、雇用及び製造品出荷額の増に向けて、県内に [産業振興課]

おいて事業化が可能な9テーマについて研究及び開発に取組み、

オンリーワンの新技術・新製品を創出

4 特需 島根発ヘルスケアビ 63 「健康」をキーワードに、地域資源を活用し、多様な分野が 商工労働部

部局 ジネス先進モデル構 連携した島根県ならではのヘルスケアビジネスの創出に向け [産業振興課]

築支援事業 て、協議会による連携促進やモデル事業を通じた事業化を支援

5 創生 起業家育成・支援事 15 地域経済の担い手を確保・育成するため、起業意欲を喚起す 商工労働部

部局 業 るとともに、市町村・商工団体・金融機関等との連携強化によ [産業振興課]

り起業支援体制を充実強化し、島根らしい新たなビジネスの創

出を推進

6 創生 しまねＩＴ産業振興 328 県内ＩＴ企業の技術開発力、競争力の強化に向けて、必要と 商工労働部

部局 事業 なる人材の確保・育成、しまねソフト研究開発センターによる [産業振興課]

先駆的技術等の開発・移転、及び自社技術を活かした新たなシ

ステム開発や商品・サービスの創出・拡大、異業種との連携及

びＲｕｂｙを活かしたビジネスの展開などの取組を支援
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Ⅰ 活力あるしまね

１．ものづくり、ＩＴ産業の振興（続き）
（単位：百万円）

NO 区分 予算 事 業 名 要求額 要求の概要 部局名

区分

7 特需 企業誘致のための各 2,946 初期投資の軽減等を行う各種助成制度を活用して、本県への 商工労働部

部局 種助成事業 企業誘致や県内既存工場・事業所の増設等を推進 [企業立地課]

中山間地域への企業進出の促進を強化するため、雇用助成等

及び対象業種を拡充

・企業立地促進助成金

・ソフト産業家賃補助金

・ソフト系ＩＴ産業人材確保育成補助金

・ソフト系ＩＴ産業航空運賃補助金

・特定通信費補助金

・江の川工業用水道料金補助金

・中山間地域雇用基盤強化支援補助金

・ＩＴしまね開業支援事業 等

8 部局 輸出拡大支援プロジ 24 県内産業や地域の活性化を図るため、意欲ある県内企業の海 農林水産部

ェクト 外展開の取組を支援するとともに、成長市場を見据えた戦略的 商工労働部

取組を支援 [しまねブランド

推進課]

9 創生 建設産業経営基盤強 70 中山間地域・離島において災害緊急対応等に不可欠な建設産 土木部

化支援事業 業の経営基盤強化のため、事業者の農業、介護・福祉分野等で [土木総務課]

の経営の多角化を支援

10 創生 しまねの建設担い手 12 建設産業の担い手を確保・育成するため建設産業団体が行う 土木部

確保・育成事業 若者や女性の就職促進等の取組を支援 [土木総務課]
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Ⅰ 活力あるしまね

２．自然が育む資源を活かした産業の振興
（単位：百万円）

NO 区分 予算 事 業 名 要求額 要求の概要 部局名

区分

11 部局 将来の農林水産業を 39 自然環境の変化や、食に対する価値観や消費行動の多様化と 農林水産部

支える技術開発プロ いった社会環境の変化に対応し、将来の島根県の農林水産業を [農林水産総務課]

ジェクト 支え、農山漁村の存在価値を高めるために必要な技術開発を実

施

・競争力強化のための新たな特産資源の創出

・環境保全と地域内資源の循環利用による地域産業の確立

12 部局 新規就農者等育成確 192 相談～研修～就農の各段階での支援を実施するとともに、就 農林水産部

保推進事業 農後のフォローにより県内農業の担い手を育成・確保 [農業経営課]

・就業プランナーによる相談や就業マッチング

・首都圏でのセミナー開催や就農相談バスツアーの実施

・半農半Ｘ実践者の就農前研修及び定住定着等の支援

・新規就農者の経営安定のフォローや若手農業者の経営力養

成等を行う「しまねアグリビジネス実践スクール」の運営

・新規就農者の雇用先を確保するため企業の農業参入を支援

13 義務 農地利用集積促進事 434 担い手への農地の集積・集約化を図るため、農地中間管理機 農林水産部

部局 業 構による借受及び貸付け等を促進 [農業経営課]

14 部局 新農林水産振興がん 225 農林水産業・農山漁村の持続的な発展を実現するため、地域 農林水産部

ばる地域応援総合事 の農林水産業者や関係機関等の主体的で戦略的な課題解決を図 [農産園芸課]

業 る取組等を支援

15 新規 創生 園芸産地を支える経 42 園芸産地の再生・発展を図るため、経営体の法人化、園芸施 農林水産部

営体育成事業 設の集積・再活用等、産地を支える仕組みづくりを推進 [農産園芸課]

16 創生 産地間競争を勝ち抜 16 島根米が産地間競争に勝ち残るために必要な契約的取引（※） 農林水産部

く島根米の販売力強 の拡大に向け、販売強化対策の取組を推進 [農産園芸課]

化対策事業 ※複数年契約・播種前契約・収穫前契約等の事前契約のこと

17 創生 しまねの西条柿（あ 14 生産者の所得向上、地域雇用の確保、地域の活性化を図るた 農林水産部

んぽ柿）もうける産 め、市場等から要望の高い西条柿（あんぽ柿）の生産を推進 [農産園芸課]

地育成事業
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Ⅰ 活力あるしまね

２．自然が育む資源を活かした産業の振興（続き）
（単位：百万円）

NO 区分 予算 事 業 名 要求額 要求の概要 部局名

区分

18 特需 農業・農村振興対策 70 県内農業者の所得向上、農村の活性化及び広域的な農業振興 農林水産部

部局 事業 等を図るための支援を実施 [農産園芸課]

・島根米のレベルアップに向けた体制整備支援 [畜産課]

・リース団地の整備支援

・共同子牛育成施設や共同繁殖牛管理施設の整備支援

19 部局 みんなでつなげる 48 有機農産物の生産体制を確立するため、農業者等の組織化、 農林水産部

「しまね有機の郷」 基盤整備、機器導入や販路開拓、新たに有機農業を始めるＵＩ [農産園芸課]

事業 ターン者の受入、食育や地産地消などの取組と連携した地域ぐ

るみの活動等を支援

20 部局 安全で美味しい島根 11 県独自の基準に基づく認証制度の運用により県産農林水産物 農林水産部

県産品認証事業 の安全確保と消費者の信頼づくりを促進し、市場での競争力を [農産園芸課]

強化

21 新規 創生 水田を活用した畜産 16 水田等を活用し、放牧畜産経営に取り組む担い手の育成を強 農林水産部

部局 担い手育成強化事業 化するため、サポート体制の強化や開始リスクを軽減するため [畜産課]

の取組を支援

22 特需 島根県獣医師確保緊 16 本県の家畜衛生並びに食品衛生行政等に携わる県職員獣医師 農林水産部

急対策事業 の安定確保を図るため、将来、職員として獣医師の業務に従事 [畜産課]

しようとする獣医学生に対し修学資金を貸与

23 部局 第11回全国和牛能力 21 しまね和牛の改良度合いを検証するとともに、全国にしまね 農林水産部

共進会出品対策事業 和牛の能力をＰＲすることを目的に、第11回全国和牛能力共進 [畜産課]

会（宮城県）への出品対策の強化と大会への参加を支援

24 部局 しまね食品産業総合 72 食品産業が抱える諸課題を、入口（商品づくり）から出口 農林水産部

支援事業 （販路拡大・情報発信）までのプロセスに応じて一体的に支援 商工労働部

することにより、個々の企業の競争力を高め、収益の増加や経 [しまねブランド

営の安定化、さらには県内食品産業の底上げを推進 推進課]
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Ⅰ 活力あるしまね

２．自然が育む資源を活かした産業の振興（続き）
（単位：百万円）

NO 区分 予算 事 業 名 要求額 要求の概要 部局名

区分

25 創生 ６次産業推進事業 147 事業者の所得向上や地域の雇用拡大を図るため、市町村を中 農林水産部

部局 心とした広がりのある6次産業の展開等を促進し、多様な事業 商工労働部

者が、地域の創意工夫を活かしながらネットワークを構築して [しまねブランド

取り組む新商品の開発や製造などを支援 推進課]

26 部局 地産地消推進事業 10 地元で生産された農林水産物を地元で消費する「地産地消」 農林水産部

を推進するため、島根県地産地消促進計画に基づく取組を実施 商工労働部

・県民への普及啓発・意識醸成のための情報発信 [しまねブランド

・地産地消推進店の普及、マルシェの推進 推進課]

・県産品展示商談会の開催、各圏域での取組推進等

27 創生 林業担い手育成確保 56 林業事業体における林業従事者のスキルアップとその定着促 農林水産部

部局 対策事業 進、新規林業就業者の確保のための対策を実施 [林業課]

28 部局 次世代林業基盤づく 549 需要に応じた低コストで効率的な木材の生産・供給、木材利 農林水産部

り交付金事業 用の拡大を実現するため、間伐・路網整備や木材加工施設等の [林業課]

整備などを総合的に支援

29 創生 山の幸づくり振興対 44 きのこ産地の増産、低コスト化に必要な生産施設の新設・改 農林水産部

部局 策事業 修等に要する経費の一部を助成 [林業課]

市場性のある新品種きのこの導入を図るため栽培施設での実

証栽培等を実施

30 部局 循環型林業に向けた 93 利用期を迎えた立木の伐採と再造林を促進し、循環型林業を 農林水産部

原木生産促進事業 確立するため、森林所有者に対して原木の搬送経費を助成 [林業課]

31 特需 木質バイオマス県内 54 未利用材を効率的に集荷・乾燥するための作業道・山土場の 農林水産部

全域集荷体制支援事 整備及び燃料チップ増産に伴う人材の確保を支援 [林業課]

業

32 新規 特需 水産業競争力強化漁 73 国の水産業競争力強化漁船導入緊急支援事業により高性能漁 農林水産部

船導入促進事業 船を導入して収益性の改善等、漁業の構造改革に取り組む漁業 [水産課]

者を市町村を通じて支援
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Ⅰ 活力あるしまね

２．自然が育む資源を活かした産業の振興（続き）
（単位：百万円）

NO 区分 予算 事 業 名 要求額 要求の概要 部局名

区分

33 特需 浜田地域水産業構造 15 浜田地域の水産業を支える沖合底びき網漁業について、地域 農林水産部

改革推進事業 協議会が漁船の長寿命化修繕を通じて行う漁獲物の品質向上や [水産課]

流通体制改善等の構造改革の取組を推進するため、浜田市が支

援する経費の一部を助成

34 部局 新規漁業就業者確保 10 地域に定住し、漁村における事業を継承する沿岸自営漁業者 農林水産部

・育成事業 を確保・育成するため、漁業体験・研修の場を提供し、新規就 [水産課]

業者の定着を支援するとともに、新規就業のための支援ニーズ

等の調査を実施
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Ⅰ 活力あるしまね

３．観光の振興
（単位：百万円）

NO 区分 予算 事 業 名 要求額 要求の概要 部局名

区分

35 部局 “神々”と“ご縁” 300 市場や県内地域、事業者等のニーズを踏まえながら、島根の 商工労働部

観光総合対策事業 認知度向上と誘客対策を実施 [観光振興課]

・ＥＸＩＬＥのメンバー3名を起用した「ご縁の国しまね」

プロモーションの継続

・「神々」や「ご縁」等をテーマとした島根県のイメージ

を体感できる旅行商品、観光地づくり

36 部局 しまね観光誘客推進 202 閑散期対策や石見・隠岐地域支援対策など、観光産業や地域 商工労働部

事業 が有する課題に対応する個別施策を実施し、安定的・継続的な [観光振興課]

観光誘客を推進

37 新規 特需 石見銀山世界遺産登 50 石見銀山世界遺産登録10周年を契機とし、国宝や日本遺産等 商工労働部

録10周年活用事業 と広域的に連携した情報発信や二次交通対策、ＩＴを活用した [観光振興課]

周遊対策を実施し、石見銀山及び周辺観光地の入込客数の増加

を促進

38 新規 特需 地域伝統芸能全国大 40 全国各地の伝統芸能が一堂に会して魅力を披露し、交流を深 商工労働部

会 める「地域伝統芸能全国大会」を開催 [観光振興課]

39 特需 外国人観光客誘致対 99 外国人観光客の誘致を促進するため、海外へ向けた情報発信 商工労働部

部局 策事業 や受入環境の整備を実施 [観光振興課]

・国、地域の特性に応じたプロモーションの展開

・海外からの定期路線・航路をもつ地域と連携した情報発

信、受入環境整備

40 創生 広域連携誘客推進事 111 近隣県及び広域的観光団体等と連携して国内外から誘客を図 商工労働部

部局 業 ることにより、島根県の認知度向上及び観光周遊を促進 [観光振興課]

・H28年4月に設置した山陰インバウンド機構と連携し、外国

人観光客誘致を強化

41 新規 特需 山陰デスティネーシ 56 山陰の豊富な観光資源を全国に情報発信し、誘客拡大を図る 商工労働部

ョンキャンペーン ため、山陰両県の自治体、観光事業者及びＪＲ等と連携し、山 [観光振興課]

陰デスティネーションキャンペーンを実施（H29～31）
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Ⅰ 活力あるしまね

３．観光の振興（続き）
（単位：百万円）

NO 区分 予算 事 業 名 要求額 要求の概要 部局名

区分

42 部局 コンベンション誘致 50 地域への社会的・経済的波及効果の大きいコンベンション 商工労働部

推進事業 （学会、大会等）の誘致を促進し、県内産業の振興及び地域の [商工政策課]

活性化に資するため、コンベンションの主催者に対して開催経

費の支援を実施
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Ⅰ 活力あるしまね

４．中小企業・小規模企業の振興
（単位：百万円）

NO 区分 予算 事 業 名 要求額 要求の概要 部局名

区分

43 義務 中小企業制度融資事 (融資枠) 中小企業者の資金繰り不安の払拭と返済負担の軽減を図ると 商工労働部

業 65,000 ともに、経営革新等への取組を支援するために、信用保証協会 [中小企業課]

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

44 部局 地域商業等支援事業 57 小売店舗等の持続化や買い物不便対策を強化するために、開 商工労働部

業・事業承継や移動販売等の取組を市町村とともに支援 [中小企業課]

45 創生 事業承継総合支援事 247 事業承継に関する啓発や、アドバイザーの派遣などにより、 商工労働部

部局 業 円滑な事業承継を促進するとともに、事業承継を契機とした人 [中小企業課]

材育成等の体制整備や新商品開発等の経営革新に向けた取組を

支援

46 新規 創生 しまね地域産業資源 32 中小企業者等や創業者の地域産業資源を活用した、創意工夫 商工労働部

活用支援事業 による新たな事業化への取組を支援 [中小企業課]
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Ⅰ 活力あるしまね

５．雇用・定住の促進
（単位：百万円）

NO 区分 予算 事 業 名 要求額 要求の概要 部局名

区分

47 創生 ふるさと島根定住推 620 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 地域振興部

部局 進事業 ＵＩターンを促進するための施策を推進 [しまね暮らし推進課]

・定住アドバイザー、人材誘致コーディネーターの配置

・農林水産業等の体験を行う場合に滞在費用を助成

・空き家情報の提供や住宅相談の実施

・市町村の定住、雇用体制整備に係る支援

・地域活性化や地域課題解決等に取り組む県民の活動を支援

・しまね田舎ツーリズムの推進

48 創生 しまね定住推進住宅 225 中山間地域・離島で定住者を受け入れるための住宅の新築や 土木部

整備支援事業 空き家の改修・保全を行う市町村に対し経費の一部を助成 [建築住宅課]

49 創生 産業人材確保対策事 113 地域産業に必要な人材を確保するための対策を強化 商工労働部

特需 業 ・県外に進学した大学生等の県内就職を促進 [雇用政策課]

・企業の成長を支える専門人材のＵＩＪターンを促進

・高校生の県内就職に向けた取組の強化

50 新規 創生 しまねものづくり人 81 ものづくり産業の人材育成を推進するため、従業員の長期派 商工労働部

部局 財育成促進事業 遣研修、人材育成研修、若手従業員の指導者確保に対し支援 [雇用政策課]

51 創生 若年者職場定着支援 73 入社3年以内の若年者の高い離職率の改善を図るため、企業 商工労働部

部局 事業 の人材育成及び職場環境の改善を支援 [雇用政策課]

52 創生 若年未就業者就職促 24 県内在住の若年未就業者が県内での就労の機会を確保するた 商工労働部

進事業 め、一定期間、就労体験を行う場合に要する経費の一部を助成 [雇用政策課]

53 創生 中小・小規模事業者 188 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 商工労働部

等出産後職場復帰促 ることを事業者に促すため、小規模事業者等に奨励金を支給 [雇用政策課]

進事業
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Ⅰ 活力あるしまね

６．産業基盤の維持・整備
（単位：百万円）

NO 区分 予算 事 業 名 要求額 要求の概要 部局名

区分

54 創生 県内航空路線の維持 151 航空路線の維持・充実を図るため、県内3空港の利用促進協 地域振興部

特需 ・充実事業 議会が実施する利用促進対策に助成 [交通対策課]

部局 ・出雲縁結び空港

東京線の機材の大型化、大阪線のジェット化などの路線

充実を目指し、利用を促進

・萩・石見空港

東京線2便継続などを目指し、利用を促進

・隠岐世界ジオパーク空港

離島航空路の維持確保や夏季ジェット便の拡大などを目

指し、利用を促進

55 義務 隠岐航路運航維持事 172 隠岐島民の生活を支える隠岐の海上交通確保を図るため、隠 地域振興部

部局 業 岐広域連合及び島前町村組合による船舶の導入や運航に要した [交通対策課]

経費の一部を助成

56 創生 日本海側内航ＲＯＲ 21 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、 土木部

Ｏ船定期就航化推進 海上輸送連携に乏しい舞鶴以西の航路の定期化を目指し試験運 [港湾空港課]

事業 航を行う境港管理組合に対して経費の一部を負担
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Ⅱ 安心して暮らせるしまね

１．安全対策の推進
（単位：百万円）

NO 区分 予算 事 業 名 要求額 要求の概要 部局名

区分

57 特需 防災行政無線の整備 798 防災行政無線（衛星系、端末系）の老朽化に伴い、デジタル 防災部

化及びＩＰ（インターネット・プロトコル）化を実施 [消防総務課]

・事業期間：Ｈ26～29

58 新規 特需 島根県総合防災情報 49 県、市町村、消防本部その他防災関係機関をオンラインで接 防災部

システム整備事業 続している島根県総合防災情報システムを更新 [消防総務課]

・事業期間：Ｈ29～30

59 新規 特需 住民の地震体験を通 42 熊本地震や鳥取中部地震等の教訓を踏まえ、地震対策におけ 防災部

した防災意識啓発事 る住民の防災意識の向上を図るため老朽化した起震車を更新 [消防総務課]

業

60 特需 震災・風水害等災害 25 全国各地で頻発している大規模な自然災害を踏まえ、地域 防災部

部局 対策事業 住民と一体となって災害に備えた対策を実施 [防災危機管理課]

61 特需 原子力安全・防災対 1,323 万一の原子力災害の発生に備え、環境放射線等監視、防災資 防災部

義務 策事業 機材等の整備、住民避難体制等を充実 [原子力安全対策課]

部局

62 義務 家畜疾病危機管理対 200 高病原性鳥インフルエンザ、口蹄疫等の家畜疾病発生に備え 農林水産部

策事業 た初動防疫活動や農家への損失補償経費 [畜産課]

63 義務 新型インフルエンザ 271 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 健康福祉部

等の初動対策事業 の体制を整備 [薬事衛生課]

・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

・空床確保

県の要請により重症患者等の受入のために空床を確保し

た医療機関を支援

・備蓄物品の更新

発生に備え備蓄している抗インフルエンザウイルス薬等

の更新
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Ⅱ 安心して暮らせるしまね

１．安全対策の推進（続き）
（単位：百万円）

NO 区分 予算 事 業 名 要求額 要求の概要 部局名

区分

64 部局 建築物等地震対策促 10 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 土木部

進事業 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 ［建築住宅課］

65 新規 部局 要安全確認計画記載 2 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 土木部

建築物に対する耐震 な緊急輸送を行う道路を閉塞されるおそれのある建築物の耐震 ［建築住宅課］

診断費助成事業 診断経費の一部を助成

66 特需 機動隊移転改築事業 33 老朽・狭隘化が著しい機動隊庁舎の移転改築 警察本部

・Ｈ29：設計委託、土地造成設計

67 部局 駐在所等整備事業 196 駐在所等の整備 警察本部

・駐在所等庁舎建設3か所

・駐在所用地取得2か所

68 特需 県有施設長寿命化推 3,436 県有施設の長寿命化を図りながら、施設の修繕費を平準化す 総務部

進事業 るため維持保全計画を策定し計画的な修繕を実施 [管財課]

・県有施設の維持修繕費

（知事部局、警察本部、教育委員会、県立大学）
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Ⅱ 安心して暮らせるしまね

２．健康づくりと福祉の充実
（単位：百万円）

NO 区分 予算 事 業 名 要求額 要求の概要 部局名

区分

69 部局 介護人材確保対策事 88 高齢化の進展や介護人材不足に対応するため、将来を見据え 健康福祉部

業 た計画的な福祉・介護人材確保対策を実施 [地域福祉課]

[高齢者福祉課]

70 部局 医療介護総合確保促 1,009 医療介護総合確保促進法に基づく県計画に基づき、介護従事 健康福祉部

進事業（介護分）（医 者の確保や地域包括ケアシステムの構築に向けた体制を整備 [地域福祉課]

療介護総合確保促進 ・介護施設等の整備に関する事業 [高齢者福祉課]

基金） ・介護従事者の確保に関する事業

71 義務 特定医療費支給事業 1,071 指定難病に罹患した患者に対し、療養生活の質の維持向上及 健康福祉部

部局 び患者、家族の負担軽減を図るため、医療費助成を実施 [健康推進課]

72 義務 小児慢性特定疾病医 166 小児の慢性疾患のうち国が定める疾患の患者に対し、患者、 健康福祉部

部局 療支援事業 家族の負担軽減を図るため、医療費助成を実施 [健康推進課]

73 創生 介護サービス提供支 33 離島・中山間地域等のサービス提供困難地域において訪問入 健康福祉部

援事業 浴介護等のサービス提供を行う上で使用する福祉車両の購入費 [高齢者福祉課]

の一部を市町村と連携し、助成

74 特需 地域包括ケア推進事 10 地域包括ケアシステムの構築に向けた市町村の取組を支援 健康福祉部

部局 業費 [高齢者福祉課]

75 特需 老人福祉施設整備事 280 老人福祉施設等の整備に対する支援実施 健康福祉部

業 [高齢者福祉課]

76 特需 療養病床再編推進事 105 療養病床を老人保健施設等へ転換する医療機関に対し、転換 健康福祉部

業 整備経費の一部を助成 [高齢者福祉課]

77 部局 障がい者就労支援事 144 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 健康福祉部

業 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、 [障がい福祉課]

就労支援事業所の工賃向上に向けた支援を推進
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Ⅱ 安心して暮らせるしまね

２．健康づくりと福祉の充実（続き）
（単位：百万円）

NO 区分 予算 事 業 名 要求額 要求の概要 部局名

区分

78 部局 障がい者施設等整備 385 障がい者の自立した生活のため、住まいの場としてのグルー 健康福祉部

事業 プホーム整備や日中活動の場としての通所事業所整備を支援 [障がい福祉課]

79 義務 発達障がい者支援体 66 ライフステージに応じた発達障がい者の支援を行うため、発 健康福祉部

部局 制整備事業 達障害者支援センターを中心に、家族支援、市町村等関係機関 [障がい福祉課]

の支援、人材育成等を実施

80 義務 在宅心身障がい児援 67 重症心身障がい児（者）の在宅生活を支援するため、サービ 健康福祉部

部局 護事業 ス提供事業所による巡回療育や受入れ体制整備に係る経費を助 [障がい福祉課]

成

81 部局 障がいを理由とする 10 障がいに関する正しい知識の普及啓発を進めるとともに、差 健康福祉部

差別解消推進事業 別的事案への対応のための体制を整備 [障がい福祉課]

82 部局 市町村障がい者地域 205 障がい者が住み慣れた地域で自立した生活を営むことができ 健康福祉部

生活支援事業 るよう、市町村が地域の特性や障がい者の利用ニーズに応じて [障がい福祉課]

実施する地域生活支援事業費の一部を補助

83 新規 特需 中核市移行支援・準 37 中核市に移行する松江市に円滑に事務を移譲するため、事務 健康福祉部

備事業 システムの改修や住民への周知等を実施 [健康福祉総務課]

84 新規 特需 障がい者雇用に向け 20 平成31年4月に開始する県の正規職員としての採用に対応す 総務部

た受入体制整備事業 るため、知的障がい者、精神障がい者を嘱託職員として雇用し、 [人事課]

県業務に従事させることで受入体制を整備
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Ⅱ 安心して暮らせるしまね

３．医療の確保
（単位：百万円）

NO 区分 予算 事 業 名 要求額 要求の概要 部局名

区分

85 部局 医療介護総合確保促 1,717 医療介護総合確保促進法に基づく県計画に基づき、医療従事 健康福祉部

進事業（医療分）（医 者の確保対策等の取組を実施 [医療政策課]

療介護総合確保促進 ・地域医療支援センター等の取組による医療従事者の確保の [健康推進課]

基金） 推進 [高齢者福祉課]

・訪問診療・訪問看護の確保対策等による在宅医療・医療連 [薬事衛生課]

携の推進

・病床機能の転換に係る施設整備

86 特需 地域医療を支える医 831 離島・中山間地域及び産科、小児科等の特定診療科における 健康福祉部

義務 師確保養成対策事業 深刻な医師不足に対応するため、全国からの医師の招聘、医学 [医療政策課]

部局 生向けの奨学金等による医師の養成、勤務医師の負担軽減対策

等を実施

87 義務 看護職員等確保対策 653 離島・中山間地域や中小病院を中心とした看護職員不足に対 健康福祉部

部局 応するため、県内進学の促進、県内就職の促進、離職防止対策、 [医療政策課]

再就業促進等を実施 [健康推進課]

88 創生 しまねがん対策強化 106 離島・中山間地域においても質の高い医療を実現するととも 健康福祉部

義務 事業 に、がんの予防及び早期発見等のため、がん検診の受診勧奨、 [健康推進課]

部局 がん医療水準の向上、緩和ケアの推進、県民への普及啓発等を

実施
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Ⅱ 安心して暮らせるしまね

４．結婚・出産・子育て支援の充実
（単位：百万円）

NO 区分 予算 事 業 名 要求額 要求の概要 部局名

区分

89 創生 平成の縁結び応援事 105 結婚を希望する人への幅広い支援を実施 健康福祉部

部局 業 ・結婚、妊娠・出産、子育てなどの関心を高めるための啓 [子ども・子育て

発を実施 支援課]

・「しまね縁結びサポートセンター」において、結婚相談や

「はぴこ」による結婚支援を実施

・若年層をターゲットとした新たな情報発信の実施

・企業等と連携した、企業内従業員への結婚支援

・県出身者を中心とした県外在住者への結婚支援

90 創生 第1子・第2子に係 334 若い子育て世帯等の経済的負担を軽減するため、第1子・第2 健康福祉部

る保育料軽減事業 子の3歳未満児に係る保育料を軽減する市町村へ助成 [子ども・子育て

支援課]

91 義務 第3子以降保育料軽 122 第3子以降の3歳未満児に係る保育料を軽減する市町村へ助成 健康福祉部

減事業 [子ども・子育て

支援課]

92 創生 しまね結婚・子育て 150 出生数を増やすために、市町村が地域の実情に応じて行う少 健康福祉部

市町村交付金 子化対策に対して助成 [子ども・子育て

支援課]

93 創生 待機児童ゼロ化事業 31 待機児童発生市町村において定員を増やした保育所を対象 健康福祉部

に、年度途中入所のために確保した保育士の人件費の一部を助 [子ども・子育て

成 支援課]

94 創生 病児保育促進事業 20 病児・病後児保育を新たに実施する施設に対し、その開設経 健康福祉部

費の一部を助成 [子ども・子育て

支援課]

95 創生 放課後児童クラブ施 54 放課後児童クラブの拡充・充実を図るため、創設、改築、拡 健康福祉部

設整備事業 張等の整備を支援 [子ども・子育て

支援課]
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Ⅱ 安心して暮らせるしまね

４．結婚・出産・子育て支援の充実（続き）
（単位：百万円）

NO 区分 予算 事 業 名 要求額 要求の概要 部局名

区分

96 部局 しまねすくすく子育 122 「子育て環境の充実」を図るため、地域の実情やニーズに 健康福祉部

て支援事業 対応しながら、市町村や民間等の取組を支援し、島根らしい [子ども・子育て

きめ細かな子育て支援を推進 支援課]

97 部局 みんなで子育て応援 7 「子育てするなら島根が一番」と感じられる社会の実現を 健康福祉部

事業 目指し、地域や企業、ボランティア等と連携・協力した子育 [子ども・子育て

て支援に関する取組を推進 支援課]

・こっころパスポートの普及、協賛店の拡大

・子育て支援に積極的なグループや企業、こっころ協賛店

等の表彰

・専用ホームページ「こことも」で子育て支援に役立つ情

報を発信

98 義務 保育所等給付費 3,904 保育所等の運営に係る費用を給付、助成 健康福祉部

・施設型給付（私立保育所等の運営にかかる費用の県負担分 [子ども・子育て

を市町村に給付） 支援課]

・地域型保育給付（小規模保育等の運営にかかる費用の県負

担分を市町村に給付）

99 特需 地域子ども・子育て 761 一時預かり事業、延長保育事業、放課後児童クラブ運営事業 健康福祉部

支援事業 等にかかる経費の一部を助成 [子ども・子育て

支援課]

100 特需 保育士等人材確保・ 52 保育士等の人材確保、資格取得支援、人材養成・資質向上の 健康福祉部

部局 養成事業 ための研修等を実施 [子ども・子育て

支援課]

101 部局 仕事と家庭の両立支 2 仕事と家庭を両立できる環境を整備するため、従業員の子育 健康福祉部

援事業 てを応援する企業の拡大や管理職の養成、男性の育児参加を促 [子ども・子育て

進する取組の実施 支援課]

・こっころカンパニーの認定

・イクメン、イクボスの養成、啓発

102 新規 義務 児童福祉法改正に係 23 児童福祉法改正により新たに義務付けられた児童相談所への 健康福祉部

る児童相談所体制整 弁護士や保健師の配置、専門性向上のための研修実施、里親委 [青少年家庭課]

備事業 託の推進等を行うための体制を整備
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Ⅱ 安心して暮らせるしまね

４．結婚・出産・子育て支援の充実（続き）
（単位：百万円）

NO 区分 予算 事 業 名 要求額 要求の概要 部局名

区分

103 特需 施設入所児童支援事 26 児童養護施設の養育環境整備を行うため施設整備費等の一部 健康福祉部

部局 業 を助成 [青少年家庭課]

104 創生 不妊治療支援事業 227 不妊に悩む夫婦の経済的負担を軽減するため、治療費の一部 健康福祉部

義務 を助成 [健康推進課]

105 創生 木の家ですくすく子 120 子育て世代が行う県産木材を用いた住宅等の新築、増改築及 農林水産部

育て応援事業 び修繕等に要する経費の一部を助成 [林業課]

さらに、3世代同居・近居、ＵＩターンや中山間地域等へは

加算助成
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Ⅱ 安心して暮らせるしまね

５．生活基盤の維持・確保
（単位：百万円）

NO 区分 予算 事 業 名 要求額 要求の概要 部局名

区分

106 創生 中山間地域総合対策 246 中山間地域に今後も安心して住み続けることができるよう、 地域振興部

推進事業 公民館エリア（旧小学校区）を基本に、住民主体での地域運営 [しまね暮らし推進課]

の仕組みづくり（「小さな拠点づくり」）を推進

・県職員が市町村と連携して地域の取組をサポートする体制

の強化や過疎債（ソフト）の活用等により、住民主体の取

組を推進

・生活機能の確保や地域産業の振興など、地域の具体的な課

題解決に向けた取組を推進

107 新規 創生 特定有人国境離島に 検討中 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 地域振興部

係る地域社会維持推 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 [しまね暮らし推進課]

進交付金事業（仮称） 町村が実施する取組を支援 [交通対策課]

・航路・航空路の離島住民運賃の引き下げを支援

・滞在型観光の促進に対する支援

・地元産品や物資に係る輸送コストの低廉化を支援

・民間事業者による創業・事業拡大や交流拡大を行う事業資

金等を総合的に支援

108 創生 生活交通ネットワー 386 民間事業者や市町村によるバス等の路線確保および交通再編 地域振興部

ク総合支援事業 のために必要な経費の一部を助成 [交通対策課］

・バス事業者が行う基幹的なバス路線に対して国と協調して

運行経費等を助成

・複数市町村に跨る広域生活路線の運行経費を助成

・地域内生活交通のための運行経費を助成

・中山間地域において「小さな拠点づくり」に向けて地域生

活交通の再構築を図るための経費を助成

109 特需 一畑電車運行維持事 340 一畑電車の運行を維持するため、沿線の松江市、出雲市と共 地域振興部

部局 業 同で事業費の一部を助成 [交通対策課]

・線路・車両等の鉄道基盤設備の整備費を助成

・輸送安全性向上のための設備の整備費を助成

・沿線地域対策協議会の利用促進事業費を助成

110 創生 集落営農体制強化ス 88 中山間地域等における集落営農体制の強化を図るため、広域 農林水産部

ピードアップ事業 連携組織の育成と構成する個別集落営農の法人化を同時に進 [農業経営課]

め、広域連携組織と個別の集落営農法人の連携による農地集積

と経営の効率化・多業化、新規就業者の確保を推進
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Ⅱ 安心して暮らせるしまね

５．生活基盤の維持・確保（続き）
（単位：百万円）

NO 区分 予算 事 業 名 要求額 要求の概要 部局名

区分

111 義務 中山間地域等直接支 1,466 生産条件が不利な中山間地域等における耕作放棄を防止し、 農林水産部

部局 払事業 農業生産活動の維持を通じて洪水防止等の多面的機能を確保す [農業経営課]

るため、傾斜要件等を満たす農地を対象として、協定を締結し

た農業者等（協定集落）に平坦地との生産コスト差を交付金で

補てん

112 義務 多面的機能支払事業 1,311 農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、地 農林水産部

域共同で行う農地維持活動や、農地・水路・農道等の地域資源 [農村整備課]

や農村環境の質的向上を図る活動を支援

113 部局 野生鳥獣被害対策事 162 鳥獣被害を防止するため、市町村・地域協議会等が実施する 農林水産部

業 鳥獣被害防止対策を総合的に支援するとともに、地域ぐるみの [森林整備課]

鳥獣被害対策を推進

114 特需 しまね長寿の住まい 175 既存一戸建て住宅のバリアフリー改修工事に要する経費の一 土木部

リフォーム助成事業 部を助成 [建築住宅課]

115 部局 ハートフルしまね事 41 自治会等が行う道路、河川等の公共土木施設の草刈・清掃活 土木部

業 動等に対し助成金の交付や損害保険料を負担 ［道路維持課］

［河川課］

［港湾空港課］

［砂防課］

［都市計画課］
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Ⅲ 心豊かなしまね

１．教育の充実
（単位：百万円）

NO 区分 予算 事 業 名 要求額 要求の概要 部局名

区分

116 特需 高等学校校舎等整備 158 耐震対策の実施 教育委員会

部局 事業 ・屋内運動場のバスケットゴールの落下防止対策 [教育施設課]

117 特需 特別支援学校校舎等 468 「しまね特別支援教育推進プラン」の実現等のために校舎等 教育委員会

部局 整備事業費 を計画的に整備 [教育施設課]

・生徒急増に伴う狭隘化解消

松江養護、出雲養護学校校舎等整備

118 特需 まなびや環境整備事 517 生徒の安全を確保するとともに、安心して学業に専念できる 教育委員会

業 よう、所要の修繕を実施 [教育施設課]

・学校生活環境の改善

トイレの洋式化、寄宿舎の修繕等

・安全・安心対策

地下オイルタンク改修等

・学校・部活動環境の改善

教室棟・体育館等の床改修等

119 義務 特色ある学校づくり 405 小学校1年生及び2年生の1学級の児童数が31人以上の学校に 教育委員会

を支援する30人学級 ついて、学校の実態等を踏まえ、30人学級編制又はスクールサ [学校企画課]

編制 ポート事業（非常勤講師の配置）を実施

（島根スクールサポ

ート事業）

（30人学級編制）

120 義務 小中学校を通じた少 647 小学校3～6年生、中学校1～3年生の36人以上の学級について、 教育委員会

人数教育推進事業 35人学級編制を実施 [学校企画課]

(35人学級編制によ

るきめ細かな指導環

境の整備）

121 義務 不登校及び問題行動 97 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 教育委員会

未然防止のための非 面からきめ細かい支援を行うため必要性の高い大規模校に非常 [学校企画課]

常勤講師配置事業 勤講師を配置

（中学校クラスサポ

ート事業）
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Ⅲ 心豊かなしまね

１．教育の充実（続き）
（単位：百万円）

NO 区分 予算 事 業 名 要求額 要求の概要 部局名

区分

122 義務 特別な支援のための 340 小学校の通常の学級に在籍する、ＬＤ（学習障がい）、ＡＤ 教育委員会

非常勤講師配置事業 ＨＤ（注意欠陥多動性障がい）、高機能自閉症等発達障がいの [学校企画課]

（にこにこサポート ある児童に対して、その一人一人の教育的ニーズを把握し、当

事業） 該児童の持てる力を高め生活面や学習上の困難を克服するため

非常勤講師を配置

小・中学校の特別支援学級のうち、多人数の学級に対して非

常勤講師を配置

123 義務 自学室等で個別指導 85 不登校等の個別の支援を必要とする生徒への対応として、自 教育委員会

の充実に係る非常勤 学教室等を設置して個別に指導を行う必要のある中学校のう [学校企画課]

講師配置事業 ち、特に必要がある学校に非常勤講師を配置

（学びいきいきサポ

ート事業）

124 部局 学力育成推進事業 87 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 教育委員会

るため、市町村と連携し、教員の指導力向上や授業の質の向 [教育指導課]

上など、学力育成の取組を推進

・学力の課題を踏まえた指導の充実

・授業リーダーの養成と活用

・児童生徒の活用する力を伸ばす指導の充実

・先進的なカリキュラムや指導方法の開発、研究

125 部局 子ども読書活動推進 233 学校図書館の充実と活性化を図るとともに、図書館を活用し 教育委員会

事業 た教育を推進 [教育指導課]

・小中学校 [特別支援教育課]

学校司書等配置事業 [社会教育課]

学校図書館活用教育研究事業

学校司書の研修

・高等学校

学校司書が配置されない12学級未満の県立高校17校に学

校司書を配置し、読書活動や図書館活用教育を推進

学校司書の研修、図書の整備

・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

・家庭等における親子で本に親しむ活動を推進

しまね子ども読書フェスティバル
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Ⅲ 心豊かなしまね

１．教育の充実（続き）
（単位：百万円）

NO 区分 予算 事 業 名 要求額 要求の概要 部局名

区分

126 創生 明日のしまねを担う 67 社会的・職業的に自立し、地域・社会への貢献意欲を持っ 教育委員会

部局 キャリア教育推進事 た人間の育成に向け、発達の段階を踏まえ「生きる力」を連 [教育指導課]

業 続的・協働的に育成

・小中学校

みんなのまちづくりプロジェクト事業

・高等学校、特別支援学校高等部

働くことを学ぼう事業

学びを活かそう事業

127 部局 しまねのふるまい推 9 乳幼児期からの教育・養育環境を充実し、規範意識や基本的 教育委員会

進プロジェクト事業 な生活行動・生活習慣などの「ふるまい」を、子どもとその保 [教育指導課]

護者、さらに全ての世代への定着を図るための事業を実施 [社会教育課]

128 創生 食の縁結び甲子園事 20 高校生の創造力・コミュニケーション力を高め、地域理解と 教育委員会

業 貢献意欲の育成を目的に、島根の食材と参加者の地域食材を融 [教育指導課]

合させた料理コンテストの全国大会を開催

129 新規 創生 教育魅力化推進事業 158 「離島・中山間地域の高校魅力化・活性化事業」の成果を 教育委員会

部局 活用し、高校だけでなく、幼稚園・保育所等から小学校・中 [教育指導課]

学校・特別支援学校等も含めた地域総がかりで社会に開かれ

た魅力ある教育環境をつくり、次の地域社会を担う魅力ある

人づくりと新たな人の流れを創出する地域づくりを推進

130 部局 悩みの相談・不登校 262 いじめ、不登校等の課題に対し、未然防止や早期発見・対応 教育委員会

対策事業 を推進 [教育指導課]

・生徒指導体制充実強化事業

いじめ対応支援事業（アンケート調査）

いじめ等対応アドバイザー事業

・悩みの相談事業

スクールカウンセラー配置事業

スクールソーシャルワーカー活用事業

子どもと親の相談員配置事業

心の相談事業（電話相談）

・不登校対策推進事業

教育支援センター等運営支援

・こころ・発達教育相談事業
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Ⅲ 心豊かなしまね

１．教育の充実（続き）
（単位：百万円）

NO 区分 予算 事 業 名 要求額 要求の概要 部局名

区分

131 新規 部局 インクルーシブ教育 24 障がいのある者と障がいのない者が可能な限り共に学ぶ仕組 教育委員会

システム構築事業 みであるインクルーシブ教育システムを構築 [特別支援教育課]

・特別支援学校の相談機能強化等

・障がいのある児童生徒に多様な学びの場を提供

132 義務 特別支援学校職業教 12 特別支援学校に進路指導の代替講師を配置し、在校生の職場 教育委員会

部局 育・就業支援事業 体験受け入れ先の開拓、卒業生のアフターケアなど、希望や適 [特別支援教育課]

性に応じた進路先の確保やその定着を推進

133 部局 障がい者就業支援事 70 特別支援学校高等部卒業生等を特別支援学校の非常勤嘱託員 教育委員会

業 として企業に近い形で雇用し、職業能力や職業意識の向上を図 [特別支援教育課]

り数年以内の一般就労を支援

134 部局 子どもの体力向上 7 学校・家庭・地域が連携し、発達段階に応じた多様な動きや 教育委員会

支援事業 遊び方の提供により子供の体力向上を目指す取組を推進 [保健体育課]

・未就学児の体力向上支援

・幼保・小・中・地域連携による運動好きな子どもの育成

・レクリエーションによる体力向上支援

135 部局 競技スポーツ普及強 116 国体等全国規模で活躍できるアスリートの育成と次世代を担 教育委員会

化推進事業 う子どもたちへの魅力的な競技環境を提供 [保健体育課]

・遠征費、合宿費等の補助

・競技団体等への医・科学的サポート

・競技団体による競技普及や選手強化活動の支援

136 部局 学校部活動へのふる 34 中学・高校の部活動において指導する教職員がいない場合 教育委員会

さと人材活用事業 に、地域の指導者を派遣 [保健体育課]

・運動部活動外部指導者派遣事業 [社会教育課]

・ふるさとティーチャー派遣事業（文化部）

137 創生 公民館を核とした 28 市町村が地域の教育資源を活用し、地域づくりに主体的に参 教育委員会

持続可能な地域づ 画しようとする人づくりを進めるために、地域の拠点である公 [社会教育課]

くり推進事業 民館機能の強化及び公民館活動の充実を図る取組を支援
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Ⅲ 心豊かなしまね

１．教育の充実（続き）
（単位：百万円）

NO 区分 予算 事 業 名 要求額 要求の概要 部局名

区分

138 部局 結集！しまねの子育 129 地域住民が積極的に子どもの教育や子育て支援に関わる環境 教育委員会

て協働プロジェクト づくりを進め、学校・家庭・地域住民の連携、協力を推進 [社会教育課]

・ふるさと教育推進事業

・結集！しまねの子育て協働プロジェクト支援事業

市町村が実施する学校支援、放課後支援、家庭教育支援

等の経費を助成

139 創生 困難を有する子ども 21 社会生活を営む上で困難を有する子ども・若者に対する広域 健康福祉部

・若者支援事業 的な支援体制を構築するため、市町村の取組を支援 [青少年家庭課]

・農業等との連携による自立支援モデル事業

・居場所の提供事業、社会体験事業等

140 創生 しまね私立学校魅 54 私立高等学校及び専修学校が行う県内定住を促進するため 総務部

部局 力づくり・ひとづ の下記の取組を支援 [総務課]

くり促進事業 ・魅力づくり対策

私立高等学校及び専修学校が県外生を確保するために

実施する取組

私立高等学校における寮の整備・改修、部活動の備品

整備等

・ひとづくり対策

専修学校における職業教育の水準の維持向上を図るこ

とを目的とした職業実践専門課程の設置

専修学校における県内就職の取組

141 創生 島根県立大学学部等 2,951 県立大学短期大学部の四年制化に伴う施設整備 総務部

設置事業 ・出雲キャンパス工事費、備品整備 [総務課]

・松江キャンパス設計費、工事費
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Ⅲ 心豊かなしまね

２．多彩な県民活動の推進
（単位：百万円）

NO 区分 予算 事 業 名 要求額 要求の概要 部局名

区分

142 新規 創生 中山間地域・離島に 8 中山間地域・離島において、地域活性化の主体となりうるＮ 環境生活部

おけるＮＰＯ創出伴 ＰＯの立ち上げをモデル的に支援 [環境生活総務課]

走支援事業
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Ⅲ 心豊かなしまね

３．人権の尊重と相互理解の推進
（単位：百万円）

NO 区分 予算 事 業 名 要求額 要求の概要 部局名

区分

143 創生 しまね女性の活躍支 42 女性が十分に能力を発揮でき、働き続けやすい職場環境の整 環境生活部

部局 援事業 備を進めることにより、県内全域での女性活躍推進を加速 [環境生活総務課]

・女性活躍に係る行動計画策定や職場の環境整備に取り組む

企業への支援の拡充

・「しまね女性の活躍応援企業」登録企業のＰＲとロール

モデルに係る普及・啓発

・経済団体をはじめとした関係団体や市町村等と組織する

「しまね働く女性きらめき応援会議」の事業として、女性

活躍のための意識改革や人材育成の事業を強化
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Ⅲ 心豊かなしまね

４．自然環境、文化・歴史の保全と活用
（単位：百万円）

NO 区分 予算 事 業 名 要求額 要求の概要 部局名

区分

144 特需 島根県再生可能エネ 188 市町村、県民、事業者等と連携し、太陽光や木質バイオマス、 地域振興部

部局 ルギー利活用総合推 小水力など再生可能エネルギーの導入を推進 [地域政策課]

進事業 ・自治会等が行う地域活性化に資する太陽光発電等導入支援

・住宅用太陽光発電設備等の導入支援

・再生可能エネルギー熱利用設備のモデル導入の支援

・再生可能エネルギーの計画策定や事業可能性調査等の支援

・アドバイザーや講師派遣、研修会の開催等の普及啓発

145 創生 しまねの自然公園満 96 大山隠岐国立公園が「国立公園満喫プロジェクト」のモデル 環境生活部

喫プロジェクト推進 地区に選定されたことを受け、世界水準のナショナルパークと [自然環境課]

事業 してのブランド化を図るため、国立公園の快適な利用環境を整

備

・利用環境整備の検討

・駐車場の整備

146 創生 隠岐ユネスコ世界ジ 71 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一体 環境生活部

部局 オパーク活用推進事 となって、ジオパークを活用した地域振興や観光振興を推進 [自然環境課]

業 ・ジオパークの魅力発信や来島者の満足度向上、地域資源の

魅力向上の推進

・地元ガイドの養成、映像や展示物の充実

・ジオサイトの施設整備

147 新規 特需 全国植樹祭開催準備 17 第71回全国植樹祭(島根大会：H32年)の開催・成功に向け、 農林水産部

費 幅広い県内関係機関・関係団体の参画のもと、各種計画策定や [林業課]

運営を担う実行委員会を設立し、必要な取組を実施

148 義務 水と緑の森づくり事 204 県民と協働して荒廃森林の「水を育む緑豊かな森」への再生 農林水産部

業 を促進 [林業課]

・県民が行う森づくり（里山、観光地周辺森林の景観対策、

森林公園、自然公園周辺の森林整備など）を支援

・森林所有者等と締結する協定に基づく不要木の伐採 等

149 創生 島根の歴史文化活用 90 県民の郷土に対する関心や愛着を深め、対外的イメージの醸 教育委員会

部局 推進事業 成、交流人口の増加等を図るため、島根の歴史文化を活用して [文化財課]

地域の魅力を発信

・県内、首都圏での連続講座、シンポジウムの開催

・「古代歴史文化賞」による優れた書籍の表彰

・古代歴史文化にゆかりの深い14県が連携して共同調査研究

を実施

・県内の日本遺産・国宝等にかかる魅力発信事業
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Ⅲ 心豊かなしまね

４．自然環境、文化・歴史の保全と活用（続き）
（単位：百万円）

NO 区分 予算 事 業 名 要求額 要求の概要 部局名

区分

150 特需 未来へ引き継ぐ石見 179 世界遺産「石見銀山遺跡」を適切に管理し、未来へ継承して 教育委員会

義務 銀山保全事業 いくため、調査研究、保存整備、情報発信を実施 [文化財課]

部局 ・基礎、テーマ別調査研究

・遺跡整備、拠点施設運営補助

・シンポジウム、セミナー開催

・世界遺産登録10周年記念展の開催（平成29年7月～9月）
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Ⅳ その他

（単位：百万円）

NO 区分 予算 事 業 名 要求額 要求の概要 部局名

区分

151 部局 竹島領土確立対策事 28 「竹島の日を定める条例」の趣旨を踏まえ、問題解決に向け 総務部

業 た国民世論の喚起を促す取組を実施 ［総務課］

・竹島問題の調査研究と情報発信

・啓発パンフレットの作成など広報啓発活動の実施

・竹島資料室による資料収集、展示
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