
平成 24年 4月主要組織改正の概要 

総務部人事課 

 

○知事部局  

部 局・機関名 改  正  概  要 

総務部 

 参事（地域防災） ○地域防災計画見直しと危機管理体制の強化 

・地域防災計画の見直しと危機管理体制を強化するため担当 

参事を設置する。 

 原子力安全対策課 ○避難対策室を設置 

・原子力災害時の広域避難計画策定のため、避難対策室を設置 

する。 

○原子力環境センターの移管 

・原子力安全と放射線監視に関する業務を一元的に実施する 

ため、保健環境科学研究所から原子力環境センターを移管 

する。 

○内部組織の体制強化 

・原子力防災と安全対策への対応を的確に行うため、原子力 

防災対策グループと、原子力安全対策グループを設置する。 

 隠岐支庁県民局 

東部県民センター 

西部県民センター 

○会計グループの廃止 

・内部管理事務改革により総務事務センターでの経理事務 

集中化を実施したことに伴い会計グループを廃止する。 

地域振興部 

 地域政策課 ○エネルギー政策スタッフの設置 

・新エネルギーに関する業務に対応するため、土地資源対策課 

から地域エネルギー担当を移管する。 

○しまね暮らし推進室を課から分割 

・しまね暮らし推進課を新設する。 

 しまね暮らし推進課 ○しまね暮らし推進室を課として体制強化 

・定住対策・中山間地域対策について、全庁的取組を推進する 

体制強化のため、地域政策課から分割し課とする。 

 情報政策課  ○内部組織の再編 

  ・インターネット環境の整備が進み、今後は ICT（情報通信 

技術）の利活用に重点が移るため、電子自治体推進室を 

廃止し、グループに再編する。 

 土地資源対策課 ○課の廃止 

・業務効率化のため、土地審査・計画グループを用地対策課へ、 

地域エネルギースタッフを地域政策課へ移管する。 



健康福祉部 

 医療政策課 

健康推進課 

○がん対策推進室の移管 

・地域がん登録を普及する体制の整備が進み、がん対策の重点 

が予防・検診に移るため、がん対策推進室を健康推進課へ 

移管する。 

農林水産部 

 東部農林振興 

センター 

○中海干拓営農部の廃止 

  ・干拓地での大規模畑作栽培体系の確立という主目的を達成 

したことから、中海干拓営農部を廃止する。 

 農林大学校 ○農業大学校から名称変更 

・林業専攻科のある西日本唯一の大学校である点を対外的に 

示すため、名称を変更する（平成23年 7月条例改正済）。 

商工労働部 

 参事（産業集積支援） ○産業集積支援体制の強化 

・産業集積支援体制を強化するため、担当参事を設置する。 

土木部 

 県土整備事務所 ○内部組織の再編 

・事業ごとの補助金が交付金化される中、横断的な視点で 

地域の課題に対応するため、企画調整スタッフと地域担当割 

のグループに再編する。 

 

○教育庁 

機関名 改  正  概  要 

特別支援教育課 ○特別支援教育室を課として体制強化 

・特別支援教育の拡充に伴い、課として推進体制を整備する。 

 



○組織改正前後における機関数等

（対平成23年12月比）

センター 外室 行政機関等 公の施設

▲1

▲1

▲1 ▲1

〔参考：増減機関　平成23年12月比〕

　議会事務局、病院局、企業局、人事委員会事務局、監査委員事務局、労働委員会事務局は、機関数の
増減を伴う組織改正はない

知事部局

教育庁 ＋1

本庁 地方機関

課部局等 課内室

知
事
部
局

本　　庁

避難対策室(課内室)
原子力環境センター(課内室)
しまね暮らし推進課

しまね暮らし推進室(課内室)
電子自治体推進室(課内室)
土地資源対策課

地方機関

農林大学校 農業大学校
出雲高等技術校

教
育
庁

本　　庁 10課　5課内室 9課　1室　5課内室

本庁以外
5教育事務所　1埋文C
61教育機関（うち県立学校47）

5教育事務所　1埋文C
61教育機関（うち県立学校47）

教
育
庁

本　　庁
特別支援教育課 特別支援教育室

本庁以外
なし なし

＋1

区分 増 減

合　計

平成23年12月

62課　1センター　1室　27課内室

行政機関等
　44機関　11出張所・分室等
公の施設
　31機関　2付属施設等

知
事
部
局

区分

本　　庁

地方機関

平成24年4月

62課　1センター　1室　27課内室

行政機関等
　44機関　11出張所・分室等
公の施設
　30機関　2付属施設等



■知事部局（本庁）

変更なし 政策企画局 政策企画監室
　1室3課
　(1室) 秘書課

広聴広報課 (県民対話室)

統計調査課

総務部 総務課 総務部 総務課
　8課 　8課
　1センター 人事課 (行政改革推進室) 　1センター 人事課 (行政改革推進室)
　(5室) (福利厚生室) 　(3室) (福利厚生室)

財政課 財政課

税務課 税務課

管財課 管財課

営繕課 営繕課

消防防災課 (防災航空管理所) 消防防災課 (防災航空管理所)

原子力安全対策課 (避難対策室) 原子力安全対策課
(原子力環境センター)

総務事務センター 総務事務センター

地域振興部 地域政策課 　　　　　　　　　　 地域振興部 地域政策課 (しまね暮らし推進室)
　5課 　5課(2室)

しまね暮らし推進課

市町村課 市町村課

情報政策課 　　　　　　　　　 情報政策課 (電子自治体推進室)

交通対策課 交通対策課

　　　　　　　 土地資源対策課

変更なし 環境生活部 環境生活総務課 (NPO活動推進室)
　6課(6室) (男女共同参画室)

(消費とくらしの安全室)

人権同和対策課 (人権啓発推進センター)

文化国際課 (文化振興室)

自然環境課

環境政策課 (宍道湖・中海対策推進室)

廃棄物対策課

健康福祉部 健康福祉総務課 健康福祉部 健康福祉総務課
　8課(3室) 　8課(3室)

地域福祉課 地域福祉課

医療政策課 　　　　　　　　 医療政策課 (がん対策推進室)
(医師確保対策室) (医師確保対策室)

健康推進課 (がん対策推進室) 健康推進課

高齢者福祉課 高齢者福祉課

青少年家庭課 (少子化対策推進室) 青少年家庭課 (少子化対策推進室)

障がい福祉課 障がい福祉課

薬事衛生課 薬事衛生課

平成24年度組織図「本庁等」（新旧対照）

平成24年4月 平成23年12月

参 考



変更なし 農林水産部 農林水産総務課
　11課(6室)

農業経営課

農畜産振興課 　　　　　　　　
　　　　　　　　

食料安全推進課 (家畜病性鑑定室)

しまねブランド推進課 (貿易促進支援室)
【商工労働部と共管】

農村整備課

農地整備課 (国営事業対策室)

林業課 (木材振興室)

森林整備課 (鳥獣対策室)

水産課 (水産しまね振興室)

漁港漁場整備課

変更なし 商工労働部 商工政策課
　7課(4室)

観光振興課 (神々の国ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ推進室)
(神話博しまね推進室)

しまねブランド推進課 (貿易促進支援室)
【農林水産部と共管】

産業振興課 (情報産業振興室)

企業立地課

中小企業課

雇用政策課

変更なし 土木部 土木総務課 (建設産業対策室)
　13課(3室)

技術管理課

用地対策課

道路維持課

道路建設課

高速道路推進課

河川課 (河川開発室)

斐伊川神戸川対策課

港湾空港課

砂防課

都市計画課 (景観政策室)

下水道推進課

建築住宅課

変更なし 出納局 会計課 　　　　　　　
　2課

審査指導課

平成24年度組織図「本庁等」（新旧対照）

平成24年4月 平成23年12月

知事部局計　　62課　1センター　1外室　（27課内室） 知事部局計　62課　1センター　1外室　（27課内室）

　※農林水産部及び商工労働部の共管課であるしまねブランド
　　推進課及び同課貿易促進支援室は、双方の部局に記載しているが、
　　上記「知事部局計」では、1課1内室とカウントしている。

　※農林水産部及び商工労働部の共管課であるしまねブランド
　　推進課及び同課貿易促進支援室は、双方の部局に記載しているが、
　　上記「知事部局計」では、1課1内室とカウントしている。



■企業局

変更なし 企業局 総務課
　3課

経営課

施設課

■病院局

変更なし 病院局 県立病院課
　1課

■議会事務局

変更なし 議会事務局 総務課 (秘書室)
　3課(1室)

議事調査課 　　　　　　

政務調査課

■教育庁

教育庁 総務課 教育庁 総務課
　10課 　9課1室
　(5室) 教育施設課 　(5室) 教育施設課

高校教育課 (県立学校改革推進室) 高校教育課 (県立学校改革推進室)
　　　　　　　　 　　　　　　　　

特別支援教育課 特別支援教育室

義務教育課 (生徒指導推進室) 義務教育課 (生徒指導推進室)

保健体育課 (健康づくり推進室) 保健体育課 (健康づくり推進室)

社会教育課 社会教育課

人権同和教育課 人権同和教育課

文化財課 (世界遺産室) 文化財課 (世界遺産室)
(古代文化センター) (古代文化センター)

福利課 福利課

■各委員会

変更なし 人事委員会事務局　　　企画課
　1課

変更なし 監査委員事務局　　　　監査第一課
　2課
　　　　　　　　　　　監査第二課

変更なし 労働委員会事務局　　　審査調整課
　1課

平成24年4月 平成23年12月

平成24年4月 平成23年12月

平成24年4月 平成23年12月

平成24年4月 平成23年12月

平成24年4月 平成23年12月

平成24年度組織図「本庁等」（新旧対照）




