
- 1 -

平成３１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 449 国内市場の縮小、人材不足、グローバル化の進展 商工労働部

S&B 産業活性化プロジェ などにより中小ものづくり企業の経営環境が厳しく [産業振興課]

部局 クト なる中、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

上の取組などを支援

2 創生 しまね海外ビジネス 60 県内雇用の維持・拡大等を目的に、成長著しい新 商工労働部

展開支援事業 興国など海外へのビジネス展開や輸出などにより海 [産業振興課]

外需要を取り込もうとする中小企業の構想段階から

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 部局 しまね地域未来投資 41 地域未来投資促進法に基づき、地域経済を牽引す 商工労働部

促進事業（ものづく る県内ものづくり・ＩＴ産業等の取組を支援するこ [産業振興課]

り等） とにより、高い付加価値の創出と地域経済への波及

を促進

4 創生 先端金属素材グロー 958 特殊鋼などの素材分野での強みを活かし、キラリ 商工労働部

バル拠点創出事業 と光る地方大学づくりと若者の雇用機会の創出を進 [産業振興課]

めるため、国の交付金を活用し、産学官が連携して

行う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

成を支援

5 特需 先端技術イノベーシ 216 県内企業と産業技術センターが密接に連携して、 商工労働部

ョンプロジェクト 企業の市場競争力の向上と、雇用及び製造品出荷額 [産業振興課]

（第２期） の増に向けて、県内において事業化が可能な機械金

属、電子、食品等のテーマについて研究及び開発に

取り組み、オンリーワンの新製品・新技術を創出
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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

6 部局 島根発ヘルスケアビ 30 「健康」をキーワードに、医療・福祉・農商工・ 商工労働部

ジネス事業化支援事 ＩＴ等多様な分野が連携し、島根県ならではの「ヘ [産業振興課]

業 ルスケアビジネス」を創出する取組を段階的かつ継

続的に支援

7 創生 起業家育成・支援事 18 県内では廃業件数が開業件数を上回る状態が続い 商工労働部

部局 業 ていることから、地域経済の担い手を育成するため、 [産業振興課]

起業意欲を喚起するとともに、市町村・商工団体・

金融機関等との連携強化により起業支援体制を強化

し、新たなビジネスの創出を推進

8 創生 しまねＩＴ産業振興 336 県内ＩＴ企業の技術開発力、競争力の強化に向け 商工労働部

部局 事業 て、必要となる人材の確保・育成、しまねソフト研 [産業振興課]

究開発センターによる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

9 創生 特定有人国境離島地 170 隠岐地域で雇用機会の拡充に寄与する創業又は事 商工労働部

域創業・事業拡大支 業拡大を行おうとする民間事業者を支援 [産業振興課]

援事業

10 特需 企業誘致のための各 3,488 初期投資の軽減等を行う各種助成制度を活用して、 商工労働部

部局 種助成事業 本県への企業誘致や県内既存工場・事業所の増設等 [企業立地課]

を推進

中山間地域等への企業進出をさらに強化するため、

市町村の企業誘致活動や企業の人材確保への支援を

行うとともに、航空運賃及び人材確保・育成に要す

る経費の補助を実施

11 部局 しまね食品等輸出促 25 県産農林水産物・食品の輸出拡大を通じて県内産 農林水産部

進対策事業 業や地域の活性化を図るため、海外への販路開拓に 商工労働部

取り組む事業者の輸出戦略策定やグループによる輸 [しまねブラン

出拡大活動などを支援 ド推進課]
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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
（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

12 新規 創生 中核的な経営体を目 107 地域や産地を安定的に支えることのできる中核的 農林水産部

指す自営就農者確保 な経営体の確保に向け自営就農者の確保対策を強化 [農業経営課]

対策事業

13 新規 創生 地域をけん引する経 50 地域の雇用創出や農産物生産の増大等が可能な経 農林水産部

営体確保対策事業 営体を確保し、その経営体を核とした地域の農業法 [農業経営課]

人・農業者を巻き込んだ産地づくりを推進

14 部局 新規就農者確保・育 234 相談～研修～就農の各段階での支援を実施すると 農林水産部

成事業 ともに、就農後のフォローにより担い手を確保・育 [農業経営課]

成

15 創生 農地利用集積促進事 389 担い手への農地の集積・集約化を図るため、農地 農林水産部

S&B 業 中間管理機構による借受及び貸付け等を促進すると [農業経営課]

義務 ともに、規模拡大を図る担い手や担い手不在集落へ

部局 の支援を強化

16 創生 集落営農体制強化ス 90 中山間地域等における集落営農体制の強化を図る 農林水産部

ピードアップ事業 ため、広域連携組織の育成と構成する個別集落営農 [農業経営課]

の法人化を同時に進め、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

17 部局 新農林水産振興がん 159 農林水産業・農山漁村の持続的な発展を実現する 農林水産部

ばる地域応援総合事 ため、地域の農林水産業者や関係機関等の主体的で [農産園芸課]

業 戦略的な課題解決を図る取組等を支援

18 新規 創生 次代につなげるしま 14 島根県産米の需要確保・拡大に向けて、複数年契 農林水産部

ねの米需要創造事業 約等の取組強化や安定的な販売先の確保、業務用需 [農産園芸課]

要に対応した米の特性の把握やそれらに基づく商品

開発等による島根米の新たな需要の創出を推進

19 部局 需要に応じた水田農 25 水田農業を持続的に展開するため、業務用向けの 農林水産部

業推進総合対策事業 米生産、水田における収益が見込める土地利用型作 [農産園芸課]

物の導入などを進め、「島根県産米の需要確保」と「主

食用米以外の水田活用」を一体的に推進
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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

20 新規 創生 次代を切り開く水田 24 水田を活用した園芸振興を加速するため、園芸作 農林水産部

活用園芸の拠点づく 物の導入を進める拠点づくりに向けた生産性向上や [農産園芸課]

り事業 省力化に向けた取組などの仕組みづくりを支援

21 部局 みんなでつなげる 46 有機農産物の生産体制を確立するため、農業者等 農林水産部

「しまね有機の郷」 の組織化・連携促進、基盤整備・機器導入や販路開 [農産園芸課]

事業 拓、新たに有機農業を始めるＵＩ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

22 S&B 安全で美味しい島根 26 県独自の基準に基づく認証制度の運用により、県 農林水産部

部局 県産品認証事業 産農林水産物の安全確保と消費者の信頼づくりを促 [農産園芸課]

進し、市場での競争力を強化

23 創生 水田を活用した畜産 14 水田等を活用し、放牧畜産経営に取り組む担い手 農林水産部

部局 担い手育成強化事業 の育成を強化するため、サポート体制の強化や開始 [畜産課]

リスクを軽減するための取組を支援

24 部局 しまね和牛生産振興 51 「しまね和牛」の生産を維持・拡大させるため、 農林水産部

事業 高能力種雄牛の造成及び繁殖雌牛の改良促進による [畜産課]

生産基盤の強化、ブランド力向上のための消費者ニ

ーズに基づく販売促進支援及び全共出品対策を実施

25 特需 島根県獣医師確保緊 25 本県の家畜衛生並びに食品衛生行政等に携わる県 農林水産部

部局 急対策事業 職員獣医師等の安定確保を図るため、将来、島根県 [畜産課]

で獣医師の業務に従事しようとする獣医学生に対し

修学資金を貸与

26 新規 創生 強くしなやかな食品 147 県内食品製造業の多くは小規模であるなか10年後 農林水産部

産業づくり事業 も地域を支える中核企業となるため、脆弱な経営基 商工労働部

盤などの課題に応じた支援を強化 [しまねブラン

ド推進課]
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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

27 新規 S&B しまねの食ご縁づく 23 農林水産事業者等のマーケティング活用や販売力 農林水産部

り事業 の向上を図り、売れる農林水産品づくりにつなげる 商工労働部

ため、島根県産品の販売協力店等を活用し、産地形 [しまねブラン

成に向けた取組を強化 ド推進課]

28 新規 S&B 「ご縁の国しまね」 10 島根県の農林水産品・加工食品についての県内向 農林水産部

食の魅力発信事業 け・県外向け情報を発信 商工労働部

[しまねブラン

ド推進課]

29 創生 ６次産業推進事業 114 事業者の所得向上や地域の雇用拡大を図るため、 農林水産部

部局 市町村を中心とした広がりのある６次産業の展開等 商工労働部

を促進し、多様な事業者が、地域の創意工夫を活か [しまねブラン

しながらネットワークを構築して取り組む新商品の ド推進課]

開発や製造などを支援

30 部局 地産地消推進事業 9 地元で生産された農林水産物を地元で消費する「地 農林水産部

産地消」を推進するため、島根県地産地消促進計画 商工労働部

に基づく取組を実施 [しまねブラン

ド推進課]

31 部局 林業・木材産業成長 2,525 意欲と能力のある林業事業体に森林経営を集積し、 農林水産部

産業化対策事業 川上から川下までの取組の総合的な支援を実施 [林業課]

[森林整備課]

32 部局 循環型林業に向けた 93 意欲と能力のある森林経営の担い手（素材生産業 農林水産部

森林経営の収益力向 者、森林組合等）が安定的に森林の主伐や再造林の [林業課]

上対策事業 事業を拡大できるよう支援を実施

県産材の利用拡大に計画的に取り組む製材等事業

者に対する支援を行い、森林経営の収益力向上を推

進

33 特需 木質バイオマス集荷 45 木質バイオマスの効率的な集荷のため、山土場・ 農林水産部

体制支援事業 作業道の整備に対し支援 [林業課]
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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

34 創生 意欲と能力のある林 119 「意欲と能力のある林業経営者」に育成するとと 農林水産部

義務 業経営者育成・就業 もに、林業就業者を確保するための林業の魅力発信 [林業課]

部局 者確保総合対策事業 や労働災害の低減に向けた取組を支援

35 創生 山の幸づくり振興対 41 きのこ産地の増産、低コスト化に必要な生産施設 農林水産部

部局 策事業 の新設・ 改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

36 新規 義務 新たな森林管理シス 15 森林資源の適正管理、循環型林業の本格稼働に向 農林水産部

テム推進事業 けた原木供給力の強化を図るため、新たな森林管理 [林業課]

システムの主体である市町村の実施体制の整備への

支援を実施

37 特需 水産業競争力強化漁 70 国の水産業競争力強化漁船導入緊急支援事業を受 農林水産部

船導入促進事業 けて高性能漁船の導入により収益性の改善に取り組 [水産課]

む漁業者を市町村を通じて支援

38 部局 しまねの漁業担い手 14 沿岸漁業の新規就業希望者が安心して漁村に入り、 農林水産部

づくり事業 漁業に就業できるよう、定置網漁業等で一定の収入 [水産課]

を得ながら、同時に自営漁業の漁労技術を習得する

仕組みとして「沿岸漁業就業型技術習得研修」を実

施

39 特需 アユ種苗生産拠点施 350 県内河川へ地場産アユ種苗を供給する江川漁業協 農林水産部

設整備支援事業 同組合アユ種苗生産施設の整備・増強への支援 [水産課]
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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

40 部局 “神々”と“ご縁” 288 「神々」や「ご縁」など島根ならではの地域資源 商工労働部

観光総合対策事業 を活用し、島根の認知度向上と誘客対策を実施 [観光振興課]

・「ご縁の国しまね」による観光情報の発信

・着地型観光の推進

・観光人材の育成、基盤の強化

41 S&B しまね観光誘客推進 233 年間を通じて安定的・継続的な観光誘客を図るた 商工労働部

部局 事業 め、観光産業や地域が抱える個別課題への対応や近 [観光振興課]

隣県等と連携した観光周遊促進の取組を実施

42 創生 外国人観光客誘致推 331 増加する訪日外国人観光客を誘致するため、プロ 商工労働部

進事業 モーションや受入環境の整備などの取組を強力に推 [観光振興課]

進

・国、地域に応じたプロモーションの強化

・個人旅行客及び団体ツアーの誘致活動の強化

・クルーズ船の誘致活動（境港、浜田港）

・受入環境の整備

43 部局 しまね地域未来投資 15 地域未来投資促進法に基づき、地域経済を牽引す 商工労働部

促進事業（観光） る県内観光産業の取組を支援することにより、高い [観光振興課]

付加価値の創出と地域経済への波及を促進

44 創生 特定有人国境離島地 31 隠岐地域での滞在型旅行商品の開発や人材の確保・ 商工労働部

域滞在型観光推進事 育成の取組を支援 [観光振興課]

業

45 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 商工労働部

推進事業 ンション（学会、大会等）の誘致を促進し、県内産 [商工政策課]

業の振興及び地域の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

46 部局 地域商業等支援事業 58 小売店舗等の持続化や買い物不便対策を強化する 商工労働部

ために、開業・事業承継や移動販売等の取組を市町 [中小企業課]

村とともに支援

47 創生 事業承継総合支援事 266 事業承継に関する啓発や、アドバイザーの派遣な 商工労働部

部局 業 どにより、円滑な事業承継を促進するとともに、事 [中小企業課]

業承継を契機とした人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

48 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、 商工労働部

活用支援事業 創意工夫による新たな事業化への取組を支援 [中小企業課]

49 創生 建設産業経営基盤強 53 中山間地域・離島において災害緊急対応等に不可 土木部

化支援事業 欠な建設産業の経営基盤強化のため、事業者の農業、 [土木総務課]

介護・福祉分野等での経営の多角化を支援

注）中小企業制度融資事業は、平成30年度から特別会計に移行
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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

50 創生 ふるさと島根定住推 763 ふるさと島根定住財団を中心に、市町村や関係団 地域振興部

S&B 進事業 体と連携し、ＵＩターン施策を推進 [しまね暮らし

部局 ・定住アドバイザー、人材誘致コーディネーター 推進課]

の配置

・大都市圏への情報発信の強化

・大都市圏の企業や大学と連携した関係人口の拡

大

・農林水産業等の体験を行う場合の滞在費用を助

成

・市町村の移住者受入および移住後のサポート体

制の整備に係る経費を支援

・地域活動に関心のある若者等の掘り起こしを実

施

・しまね田舎ツーリズムの推進

51 創生 若年者雇用対策事業 248 県内外の大学生、高専生、高校生等の県内就職を 商工労働部

S&B 促進するための対策を強化 [雇用政策課]

部局 ・県内外大学生等の県内就職促進を強化

・低学年時からの県内企業に対する理解を促進

・企業の情報発信力の強化を支援

・若年無業者の職業的自立を支援

52 創生 しまねものづくり人 51 ものづくり産業のイノベーション、労働生産性向 商工労働部

S&B 財育成促進事業 上などに不可欠である人材育成を支援 [雇用政策課]

・従業員の長期派遣研修を支援

・ものづくり技術人材バンクの運営及び指導者確

保の支援

・中堅・若手向け人材育成研修の実施

53 新規 創生 しまねの家づくり職 12 子育て世帯の住宅の新築・増改築時における左官 商工労働部

人技活用促進事業 技能などの職人技の活用を促進 [雇用政策課]

54 創生 しまねいきいき職場 77 県内企業における「働き方改革」を推進し、ワー 商工労働部

部局 づくり推進事業 クライフバランスの実現と職場定着を促進 [雇用政策課]
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Ⅰ 活力あるしまね

５．雇用・定住の促進（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

55 創生 産業人材確保対策事 27 県内企業等で必要とされる専門人材の県外から県 商工労働部

業 内への就職など人材環流を促進 [雇用政策課]

・プロフェッショナル人材戦略拠点の運営

・企業が専門人材を確保する経費の一部を助成

56 S&B 高年齢者・女性の雇 67 中高年齢者と女性の就職支援及び雇用・就業機会 商工労働部

部局 用・就業促進事業 の拡大 [雇用政策課]

・ミドルシニア仕事センターの設置運営

・レディース仕事センターの設置運営

・シルバー人材センター連合会への補助

57 部局 障がい者の雇用促進 79 障がい者の適性と能力に応じた雇用機会を確保し、 商工労働部

・安定事業 障がい者の雇用を促進 [雇用政策課]

・県内企業への周知啓発

・職業訓練等の実施

58 新規 特需 外国人材雇用に係る 15 外国人材の雇用を適正に行うための情報提供を実 商工労働部

情報提供窓口設置事 施 [雇用政策課]

業

59 創生 中小・小規模事業者 189 出産や育児による離職を減らし、従業員が出産後 商工労働部

等出産後職場復帰促 も働き続けることを事業者に促すため、小規模事業 [雇用政策課]

進事業 者等に奨励金を支給

60 創生 しまね定住推進住宅 173 中山間地域・離島で定住者を受け入れるための住 土木部

整備支援事業 宅の新築や空き家の改修・保全を行う市町村に対し [建築住宅課]

経費の一部を助成

61 創生 しまねの建設担い手 35 建設産業の担い手を確保・育成するため建設産業 土木部

確保・育成事業 団体や建設業者等が行う若者や女性の就職・定着促 [土木総務課]

進等の取組を支援 [技術管理課]

[道路維持課]



- 11 -

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

62 創生 萩・石見空港利用促 322 萩・石見空港の東京線２便運航継続に向け、今後 地域振興部

特需 進対策事業 の安定的な需要につながる対策を実施 [交通対策課]

部局 商工労働部

[観光振興課]

ほか

63 義務 隠岐航路運航維持事 98 隠岐島民の生活を支える隠岐の海上交通確保を図 地域振興部

部局 業 るため、隠岐広域連合及び島前町村組合による船舶 [交通対策課]

の導入や運航に要した経費の一部を助成

64 創生 日本海側内航ＲＯＲＯ 22 境港圏域の企業の経営安定及び新たな事業展開を 土木部

船定期就航化推進事 図るため、ＲＯＲＯ船航路の定期化を目指し、鳥取 [港湾空港課]

業 県と連携して試験運航を実施
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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

65 義務 原子力防災・安全対 981 万一の原子力災害の発生に備え、環境放射線等監 防災部

部局 策事業 視、防災資機材等の整備、住民避難体制等を充実 [原子力安全対

策課]

66 義務 新型インフルエンザ 285 新型インフルエンザ等の感染症発生時に適切に対 健康福祉部

等の初動対策事業 処するための体制を整備 [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

67 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 農林水産部

策事業 発生に備えた初動防疫活動や農家への損失補償経費 [畜産課]

68 部局 建築物等地震対策促 11 国の新耐震基準導入（昭和56年）以前に建築され 土木部

進事業 た木造住宅の耐震化を促進するため、補強計画策定 [建築住宅課]

や改修等の経費を助成

69 部局 要安全確認計画記載 12 地震災害時に人命救助活動等に必要な物資、要員 土木部

建築物に対する耐震 等の広域的な緊急輸送を行う道路を閉塞されるおそ [建築住宅課]

診断費助成事業 れがある建築物の耐震診断経費の一部を助成

70 新規 S&B 老朽危険空き家除却 9 地域の住環境の向上を図るため、倒壊した際に前 土木部

支援事業 面道路または隣地へ影響を及ぼす恐れがある老朽危 [建築住宅課]

険空き家の除却を行う経費の一部を助成

71 新規 部局 ブロック塀等の安全 7 通学路等に面し地震発生時に倒壊等の危険性の高 土木部

確保事業 いブロック塀等の撤去等を行う経費の一部を助成 [建築住宅課]
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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

72 特需 機動隊移転改築事業 72 老朽・狭隘化が著しい機動隊庁舎の移転改築 警察本部

・Ｈ31：倉庫等建設工事、機器設置用配管工事

73 特需 交通安全教育事業 41 歩行シミュレータ等の交通安全教育機器を活用し 警察本部

た参加・体験型の交通安全教育活動を県内全域で実

施

74 新規 S&B 特殊詐欺防止対策事 4 特殊詐欺被害の未然防止対策を強化 警察本部

業 ・特殊詐欺被害阻止協力謝礼制度を創設

・迷惑電話防止機能付き電話機の広報・普及促進

活動を実施

75 新規 S&B 人身安全対策事業 3 ＤＶ、ストーカー、声かけ・つきまとい事案にお 警察本部

ける被害者の安全確保及び早期検挙のため、遠隔操

作型防犯カメラ等を整備

76 特需 県有施設長寿命化推 4,018 県有施設の長寿命化を図りながら、施設の修繕費 総務部

進事業 を平準化するため、維持保全計画に基づく計画的な [管財課]

修繕を実施

・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

77 S&B 介護人材確保対策事 14 高齢化の進展や介護人材不足に対応するため、将 健康福祉部

業 来を見据えた計画的な福祉・介護人材確保対策を実 [地域福祉課]

施 [高齢者福祉課]

78 特需 特定医療費支給事業 1,247 指定難病に罹患した患者に対し、療養生活の質の 健康福祉部

S&B 維持向上及び患者、家族の負担軽減を図るため、医 [健康推進課]

義務 療費助成を実施

部局

79 義務 小児慢性特定疾病医 109 小児の慢性疾患のうち国が定める疾患の患者に対 健康福祉部

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

を実施

80 義務 医療介護総合確保促 1,447 医療介護総合確保促進法に基づく県計画に基づき、 健康福祉部

部局 進事業（介護分）（医 介護従事者の確保や地域包括ケアシステムの構築に [高齢者福祉課]

療介護総合確保促進 向けた体制を整備

基金） ・介護施設等の整備に関する事業

・介護従事者の確保に関する事業

81 義務 地域包括ケア推進事 8 地域包括ケアシステムの構築に向けた市町村の取 健康福祉部

部局 業 組を支援 [高齢者福祉課]

82 特需 老人福祉施設整備事 122 老人福祉施設等の整備を支援 健康福祉部

業 [高齢者福祉課]

83 特需 療養病床再編推進事 19 療養病床を老人保健施設等へ転換する医療機関に 健康福祉部

業 対し、転換整備経費の一部を助成 [高齢者福祉課]

84 S&B 高齢者大学校運営事 21 高齢者に期待される社会的な役割が増大している 健康福祉部

業 ことを踏まえ、地域づくり人材養成への重点化を図 [高齢者福祉課]

るとともに、学びと地域活動をつなぐ仕組みを構築
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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

85 部局 障がい者就労支援事 172 障がい者の就労を通じた自立支援のため、支援拠 健康福祉部

業 点を中心に支援ネットワークを構築して就労移行の [障がい福祉課]

促進を図るとともに、就労支援事業所の工賃向上に

向けた支援を推進

86 部局 障がい者施設等整備 344 障がい者の自立した生活のため、住まいの場とし 健康福祉部

事業 てのグループホーム整備や日中活動の場としての通 [障がい福祉課]

所事業所整備を支援

87 義務 発達障がい者支援体 70 ライフステージに応じた発達障がい者の支援を行 健康福祉部

部局 制整備事業 うため、発達障害者支援センターを中心に、家族支 [障がい福祉課]

援、市町村等関係機関の支援、人材育成等を実施

88 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 健康福祉部

部局 護事業 め、サービス提供事業所による巡回療育や受入れ体 [障がい福祉課]

制整備に係る経費を助成

89 S&B 障がいを理由とする 11 障がいに関する正しい知識の普及啓発を進めると 健康福祉部

部局 差別解消推進事業 ともに、差別的事案への対応のための体制を整備 [障がい福祉課]

90 部局 市町村障がい者地域 213 障がい者が住み慣れた地域で自立した生活を営む 健康福祉部

生活支援事業 ことができるよう、市町村が地域の特性や障がい者 [障がい福祉課]

の利用ニーズに応じて実施する地域生活支援事業費

の一部を補助

91 特需 動物管理等対策事業 36 動物愛護思想の普及啓発、適正飼養の定着を図り、 健康福祉部

義務 保健所収容動物の殺処分ゼロを目指した取組を実施 [薬事衛生課]

部局 ・県民への普及、啓発

・ボランティアとの協働、関係団体との連携

・犬猫の譲渡の推進

・地域猫活動（飼い主のいない猫を保護し、

不妊措置を行い、保護した場所に戻す活動）
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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

92 創生 しまね長寿・子育て 143 既存一戸建て住宅のバリアフリー改修工事及び部 土木部

特需 安心住宅リフォーム 分的耐震改修工事に要する経費の一部を助成 [建築住宅課]

助成事業 子育て世帯との三世代同居・近居世帯に対しては、

上限額を嵩上げし、子育てに資する改修・増築に要

する経費の一部を助成
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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

93 S&B 医療介護総合確保促 1,789 「地域医療構想」を踏まえ、効率的で質の高い「し 健康福祉部

義務 進事業（医療分）（医 まね型」の医療提供体制の構築を目指し、医療機能 [医療政策課]

部局 療介護総合確保促進 の分化・連携を進める取組を実施 [健康推進課]

基金） ・病床機能の転換に係る施設整備 [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 [薬事衛生課]

療の推進

・地域医療支援センター等の取組による医療従事

者の確保の推進

94 特需 地域医療を支える医 810 中山間地域・離島及び産科、小児科等の特定診療 健康福祉部

義務 師確保養成対策事業 科における深刻な医師不足に対応するため、全国か [医療政策課]

部局 らの医師の招聘、医学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

95 創生 看護職員等確保対策 638 中山間地域・離島や中小病院を中心とした看護職 健康福祉部

特需 事業 員不足に対応するため、県内進学の促進、県内就業 [医療政策課]

S&B の促進、離職防止・再就業支援、資質向上等を実施 [健康推進課]

義務

部局

96 創生 未来の医療を支える 20 在宅医療等の推進を図るため、医師等の判断を待 健康福祉部

特定行為ができる看 たずに手順書により一定の診療の補助（特定行為） [医療政策課]

護師養成事業 を行う看護師を養成

・指定研修機関設置

・普及啓発

97 新規 特需 島根「ふるさと」看 36 島根県内で勤務する看護職員を確保するため、県 健康福祉部

S&B 護奨学金事業 外の看護師等養成施設からのＵＩターンや県内の過 [医療政策課]

疎離島地域の指定医療機関等への就業を返還免除条

件とする奨学金を学生に貸与

98 創生 しまねがん対策強化 102 中山間地域・離島においても質の高い医療を実現 健康福祉部

特需 事業 するとともに、がんの予防及び早期発見等のため、 [健康推進課]

義務 がん検診の受診勧奨、がん医療水準の向上、緩和ケ

部局 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

99 創生 不妊治療支援事業 135 不妊に悩む夫婦の経済的負担を軽減するため、治 健康福祉部

義務 療費の一部を助成 [健康推進課]

部局

100 S&B 子どもと家庭の相談 37 児童及び児童のいる家庭が、身近なところで様々 健康福祉部

義務 事業 な困りごとを相談できる体制を整備 [青少年家庭課]

部局

101 特需 施設入所児童支援事 58 児童養護施設等の養育環境を整備するため、施設 健康福祉部

業 を整備 [青少年家庭課]

・児童養護施設等の施設整備費等の一部を助成

・県立わかたけ学園の改築等を実施

102 新規 特需 児童相談所一時保護 51 年齢性別等に配慮し、個別的対応が行える環境を 健康福祉部

所環境改善事業 整備 [青少年家庭課]

103 創生 結婚支援事業 178 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 ・市町村が実施する結婚対策への支援を強化 [子ども・子育

・結婚、妊娠・出産等の関心を高めるための啓発 て支援課]

を実施

・縁結びボランティア「はぴこ」によるお見合い

設定や、システム「しまコ」によるマッチング

などの多様なサポートを実施

・企業や市町村等と連携した、結婚支援の取組拡

大

・県出身者を中心とした県外在住者への結婚支援

104 創生 第１子・第２子に係 316 若い子育て世帯等の経済的負担を軽減するため、 健康福祉部

る保育料軽減事業 第１子・第２子の３歳未満児に係る保育料を軽減す [子ども・子育

る市町村へ助成 て支援課]

105 義務 第３子以降保育料軽 130 第３子以降の３歳未満児に係る保育料を軽減する 健康福祉部

減事業 市町村へ助成 [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

106 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 健康福祉部

市町村交付金 じて行う少子化対策に対して助成 [子ども・子育

て支援課]

107 創生 待機児童ゼロ化事業 13 待機児童発生市町村において定員を増やした保育 健康福祉部

所を対象に、年度途中入所のために確保した保育士 [子ども・子育

の人件費の一部を助成 て支援課]

108 創生 病児保育促進事業 28 病児・病後児保育を新たに実施する施設に対し、 健康福祉部

その開設経費の一部を助成 [子ども・子育

て支援課]

109 創生 放課後児童クラブ施 68 放課後児童クラブの拡充・充実を図るため、創設、 健康福祉部

設整備事業 改築、拡張等の整備を支援 [子ども・子育

て支援課]

110 部局 しまねすくすく子育 104 「子育て環境の充実」を図るため、地域の実情や 健康福祉部

て支援事業 ニーズに対応しながら、市町村や民間等の取組を支 [子ども・子育

援し、島根らしいきめ細かな子育て支援を推進 て支援課]

111 特需 みんなで子育て応援 14 「子育てしやすい島根」の実現を目指し、地域や 健康福祉部

S&B 事業 企業、ボランティア等と連携・協力した子育て支援 [子ども・子育

部局 に関する取組を推進 て支援課]

・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

112 義務 保育所等給付費 4,481 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 [子ども・子育

の県負担分を市町村に給付） て支援課]

・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）
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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

113 特需 地域子ども・子育て 875 一時預かり事業、延長保育事業、放課後児童クラ 健康福祉部

支援事業 ブ運営事業等にかかる経費の一部を助成 [子ども・子育

て支援課]

114 特需 保育士等人材確保・ 49 保育士等の人材確保、資格取得支援、人材養成・ 健康福祉部

部局 養成事業 資質向上のための研修等を実施 [子ども・子育

て支援課]

115 創生 仕事と家庭の両立支 3 仕事と家庭を両立できる環境を整備するため、従 健康福祉部

S&B 援事業 業員の子育てを応援する企業「こっころカンパニー」 [子ども・子育

の拡大を推進 て支援課]

116 創生 木の家ですくすく子 140 子育て世代が行う県産木材を用いた住宅等の新築、 農林水産部

育て応援事業 増改築及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

117 創生 中山間地域総合対策 395 中山間地域に今後も安心して住み続けることがで 地域振興部

部局 推進事業 きるよう、公民館エリア（旧小学校区）を基本に、 [しまね暮らし

住民主体での地域運営の仕組みづくり（「小さな拠点 推進課]

づくり」）を推進

・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、地区計画の策定をはじめとする住民

主体の取組を支援

・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

118 創生 特定有人国境離島地 333 有人国境離島地域に関する特別措置法に基づき、 地域振興部

域社会維持推進交付 特定有人国境離島地域（隠岐諸島）の地域社会の維 [交通対策課]

金 持を図るため、隠岐４町村が実施する取組を支援

・航路・航空路の離島住民運賃の引下げを支援

119 創生 生活交通ネットワー 461 民間事業者や市町村によるバス等の路線確保及び 地域振興部

特需 ク総合支援事業 交通再編のために必要な経費の一部を助成 [交通対策課]

部局 ・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

・複数市町村に跨が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

・バスの運行情報を利用者に提供するバスロケー

ションシステムの更新に係る経費を助成

120 特需 一畑電車運行維持事 217 一畑電車の運行を維持するため、沿線の松江市、 地域振興部

S&B 業 出雲市と共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
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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

121 義務 中山間地域等直接支 1,490 生産条件が不利な中山間地域等における耕作放棄 農林水産部

部局 払事業 を防止し、農業生産活動の維持を通じて洪水防止等 [農業経営課]

の多面的機能を確保するため、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

122 義務 多面的機能支払事業 1,328 農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図 農林水産部

るため、地域共同で行う農地維持活動や、農地・水 [農村整備課]

路・農道等の地域資源や農村環境の質的向上を図る

活動を支援

123 部局 野生鳥獣被害対策事 198 鳥獣被害を防止するため、市町村・地域協議会等 農林水産部

業 が実施する鳥獣被害防止対策を総合的に支援すると [森林整備課]

ともに、地域ぐるみの鳥獣被害対策を推進

124 義務 市町村下水道整備支 183 生活排水処理施設の普及を促進するため、市町村 土木部

援事業 が設置する集合処理施設や合併浄化槽の整備に係る [下水道推進課]

（生活排水処理普及 経費の一部を助成

促進交付金）
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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

125 特需 高等学校校舎等整備 253 耐震対策の実施 教育委員会

事業 ・屋内運動場等の照明器具の落下防止対策 [教育施設課]

126 特需 特別支援学校校舎等 99 「しまね特別支援教育推進プラン」の実現等のた 教育委員会

整備事業 めに校舎等を計画的に整備 [教育施設課]

・生徒急増に伴う狭隘化解消

松江養護学校校舎等整備

127 義務 特色ある学校づくり 372 小学校１年生及び２年生の１学級の児童数が31人 教育委員会

を支援する30人学級 以上の学校について、学校の実態等を踏まえ、30人 [学校企画課]

編制 学級編制又はスクールサポート事業（非常勤講師の

（島根スクールサポ 配置）を実施

ート事業）

（30人学級編制）

128 義務 小中学校を通じた少 700 小学校３～６年生、中学校１～３年生の36人以上の学 教育委員会

人数教育推進事業 級について、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）

129 義務 不登校及び問題行動 81 環境が大きく変化する中学校１年生を対象に、生活面・ 教育委員会

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

常勤講師配置事業 規模校に非常勤講師を配置

（中学校クラスサポ

ート事業）

130 義務 特別な支援のための 372 小学校の通常の学級に在籍する、ＬＤ（学習障が 教育委員会

非常勤講師配置事業 い）、ＡＤＨＤ（注意欠陥多動性障がい）、高機能自 [学校企画課]

（にこにこサポート 閉症等発達障がいのある児童に対して、その一人一

事業） 人の教育的ニーズを把握し、当該児童の持てる力を

高め生活面や学習上の困難を克服するため非常勤講

師を配置

小・中学校の特別支援学級のうち、多人数の学級

に対して非常勤講師を配置
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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 義務 自学室等で個別指導 86 不登校等の個別の支援を必要とする生徒への対応 教育委員会

の充実に係る非常勤 として、自学教室等を設置して個別に指導を行う必 [学校企画課]

講師配置事業 要のある中学校のうち、特に必要がある学校に非常

（学びいきいきサポ 勤講師を配置

ート事業）

132 S&B 小中学校業務アシス 39 公立小中学校の教員が行う事務作業を、教員に代 教育委員会

部局 タント配置事業 わって行う非常勤職員（サポートスタッフ）を配置 [学校企画課]

（スクールサポート し、教員の負担軽減を図ることで、教員がより児童

スタッフ配置事業） 生徒への指導や教材研究等に注力できる体制の整備

に取り組む市町村に対し、その配置に要する費用を

補助

133 特需 業務アシスタント配 35 県立高校教員の多忙・多忙感の解消を図るため、 教育委員会

置事業（県立高校） 教員が担っている事務作業を代わって処理する「業 [学校企画課]

務アシスタント」を各県立高校に非常勤嘱託員とし

て配置

134 義務 県立高校主幹教諭の 108 教育の質の向上に向けて、新学習指導要領に示さ 教育委員会

拡充及び未開設芸術 れた「主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授 [教育指導課]

系科目の解消（県立 業改善」「社会に開かれた教育課程の実現」に取り組 [学校企画課]

高校への教員県単加 む校内体制の構築及び未開設芸術系科目の解消に必

配） 要な教員を配置

[配置の観点]

観点１：校内体制の構築、授業改善を加速する業

務を担う主幹教諭配置の拡大

観点２：多様な学びの環境を確保するための専門

教員の配置

135 特需 学力育成推進事業 215 これからの変化の激しい社会を生き抜く力を児童 教育委員会

部局 生徒に身につけさせるため、新学習指導要領の趣旨 [教育指導課]

を踏まえ、授業の質の向上を図るとともに、児童生

徒の「学ぶ力」の向上を図るための取組を推進

・授業の質向上プロジェクト事業

・児童生徒の「学ぶ力」向上プロジェクト事業

・「主体的・対話的で深い学び」の実現に資する

ＩＣＴ環境整備事業
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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

136 S&B 子ども読書活動推進 調整中 学校図書館の充実と活性化を図るとともに、図書 教育委員会

部局 事業 館を活用した教育を推進 [教育指導課]

また、読み聞かせや親子読書を普及し、家庭や地 [特別支援教育課]

域における子ども読書活動を推進 [社会教育課]

・小中学校

学校司書等配置事業

司書教諭養成事業

学校図書館活用教育研究事業

・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

・県立図書館

学校司書の研修

学校図書館ボランティアの研修

学校図書館の運営を支援するため、司書教諭

による訪問相談や出前研修等を実施

・家庭や地域における子ども読書活動

しまね子ども読書フェスティバル等の実施

137 創生 明日のしまねを担う 71 社会的・職業的に自立し、地域・社会への貢献意 教育委員会

部局 キャリア教育推進事 欲を持った人間の育成に向け、発達の段階を踏まえ [教育指導課]

業 「生きる力」を連続的・協働的に育成

・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

・小中高等学校

キャリアパスポート活用研究事業

138 部局 しまねのふるまい推 8 乳幼児期からの教育・養育環境を充実し、規範意 教育委員会

進プロジェクト事業 識や基本的な生活行動・生活習慣などの「ふるまい」 [教育指導課]

を、子どもとその保護者、さらに全ての世代への定 [社会教育課]

着を図るための事業を実施
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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

139 創生 食の縁結び甲子園事 19 高校生の創造力・コミュニケーション力を高め、 教育委員会

業 地域理解と貢献意欲の育成を目的に、島根の食材と [教育指導課]

参加者の地域食材を融合させた料理コンテストの全

国大会を開催

140 創生 教育魅力化推進事業 252 「離島・中山間地域の高校魅力化・活性化事業」 教育委員会

部局 の成果を活用し、高校だけでなく、小学校・中学校・ [教育指導課]

特別支援学校等も含めた地域総がかりで社会に開か [社会教育課]

れた魅力ある教育環境をつくり、ふるさとへの愛着

や誇りも高めていき、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

・中山間地域・離島の県立高校魅力化事業

・中山間地域・離島の教育魅力化支援事業

・ふるさと教育推進事業

141 S&B 悩みの相談・不登校 277 いじめ、不登校等の課題に対し、未然防止や早期 教育委員会

部局 対策事業 発見・対応を推進 [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（いじめ等に関する電話相談・

来所相談・ＳＮＳ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

142 部局 幼児教育総合推進事 33 幼児教育センターとして、幼児教育アドバイザー 教育委員会

義務 業 と幼児教育担当指導主事を教育庁及び教育事務所へ [教育指導課]

配置することにより、幼稚園・保育所、保育者、市 健康福祉部

町村担当者等の研修支援の充実を図り、全県的に幼 [子ども・子育

児教育の質を向上 て支援課]

また、研修支援をする中で得られた知見を集約し

幼児教育振興プログラムを策定・普及
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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

143 部局 障がい者就業支援事 73 特別支援学校高等部卒業生などの障がいのある者 教育委員会

業 を特別支援学校や教育事務所の非常勤嘱託員として [総務課]

雇用し、職業能力や職業意識の向上を図り数年以内 [特別支援教育課]

の就労を支援

144 義務 インクルーシブ教育 55 障がいのある子どもと障がいのない子どもが同じ 教育委員会

部局 システム構築事業 場で共に学ぶ仕組みであるインクルーシブ教育シス [特別支援教育課]

テムを構築し、障がいのある児童生徒に連続性のあ

る多様な学びの場を提供

・特別支援学校機能向上事業

・小中学校等特別支援教育充実事業

・特別支援教育支援専任教員の配置

・高等学校特別支援教育体制整備事業

・新しまね特別支援教育推進プラン検討事業

145 義務 特別支援学校職業教 11 特別支援学校に進路指導の代替講師を配置し、在 教育委員会

部局 育・就業支援事業 校生の職場体験受け入れ先の開拓、卒業生のアフタ [特別支援教育課]

ーケアなど、希望や適性に応じた進路先の確保やそ

の定着を推進

146 新規 特需 特別支援学校普通教 36 特別支援学校の普通教室に提示型ＩＣＴ機器を整 教育委員会

室ＩＣＴ環境整備事 備し、授業の質の向上、安全・安心な学習環境、教 [特別支援教育課]

業 員の負担軽減を促進

147 部局 部活動地域指導者活 46 公立中学校・県立学校の部活動において、専門的 教育委員会

用支援事業 な指導者がいない場合などに部活動指導員・地域指 [保健体育課]

導者を活用する学校を支援 [社会教育課]

148 創生 公民館を核とした持 13 地域の教育資源を活用して地域づくりに主体的に 教育委員会

続可能な地域づくり 参画しようとする人づくりを進めるために、地域の [社会教育課]

推進事業 拠点である公民館の機能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

149 部局 結集！しまねの子育 82 地域住民が積極的に子どもの教育や子育て支援に 教育委員会

て協働プロジェクト 関わる環境づくりを進め、学校・家庭・地域住民の [社会教育課]

事業 連携、協働を推進

・市町村補助金事業

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

・推進委員会及び研修事業

推進委員会において、本事業推進のあり方を

検討するとともに、関係者を対象とした研修会

等を開催

150 創生 困難を有する子ども 27 社会生活を営む上で困難を有する子ども・若者に 健康福祉部

・若者支援事業 対する広域的な支援体制を構築するため、市町村の [青少年家庭課]

取組を支援

・就労体験を受け入れる事業所の開拓や関係機関

との連携強化を担うコーディネーターを配置

・居場所の提供事業、社会体験事業等

151 特需 私立学校経営健全性 1,516 私立学校の運営費を生徒数や教育改革・県外から 総務部

部局 確保事業 の生徒確保などの取組に応じて支援 [総務課]

・経常的経費支援

・教育改革支援

・県外生徒確保支援

・外国人等対応支援

152 創生 島根県立大学学部設 182 県立大学における新学部設置準備への支援及び短 総務部

置事業 期大学部の四年制化に伴う施設・設備整備を実施 [総務課]
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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

153 創生 中山間地域・離島に 11 中山間地・離島において、地域活性化の主体とな 環境生活部

おけるＮＰＯ創出伴 りうるＮＰＯ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

154 特需 オリンピック・パラ 40 市町村が行うオリンピック・パラリンピックのキ 政策企画局

リンピック競技大会 ャンプ誘致活動やキャンプを契機とした国際交流等 [政策企画監室]

レガシー（遺産）創 を地域に根付かせる取組を支援

出事業

155 部局 競技スポーツ普及 161 国体等全国規模で活躍できるアスリートの育成と 教育委員会

強化推進事業 次世代を担う子どもたちへの魅力的な競技環境を提 [保健体育課]

供

・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

156 新規 特需 国民体育大会開催準 19 2029年に開催を誘致している国民体育大会の開催 教育委員会

備事業 に向けて、基本構想の策定、競技団体の組織強化等 [保健体育課]

を実施
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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

157 創生 しまね女性活躍推進 51 女性が男性とともに個性や能力を発揮でき、働き 環境生活部

部局 事業 続けやすい企業の増加に向けた取組を「しまね働く [環境生活総務課]

女性きらめき応援会議」と連携し実施

・女性活躍に係る行動計画策定支援や職場環境の

整備に取り組む企業を支援

・女性活躍に向けた意識改革のためのセミナーや、

機運醸成に向けた情報発信等を実施

158 創生 外国人の受入れ・共 100 外国人住民が安心して暮らすことができる生活環 環境生活部

特需 生事業 境づくり、外国人住民と地域住民が共に支え合う地 [文化国際課]

域づくり等を推進 商工労働部

・日本語学習のための環境づくりを支援 [雇用政策課]

・多言語による相談体制を拡充 ほか

・外国人材雇用に係る情報提供窓口を設置

・多文化共生の地域づくりを推進

159 特需 女性保護事業 74 日常生活に様々な問題を抱える女性への相談活動 健康福祉部

義務 やＤＶ（配偶者等からの暴力）被害者等を一時保護 [青少年家庭課]

部局 し、問題解決に向けて支援
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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

160 特需 島根県再生可能エネ 151 市町村、県民、事業者等と連携し、太陽光や木質 地域振興部

部局 ルギー利活用総合推 バイオマス、小水力など再生可能エネルギーの導入 [地域政策課]

進事業 を推進

・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等熱利用設備の導入支援

・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

161 創生 しまねの自然公園満 514 大山隠岐国立公園が「国立公園満喫プロジェクト」 環境生活部

部局 喫プロジェクト推進 のモデル地区に選定されたことを受け、国や市町村 [自然環境課]

事業 等と連携し、地域が一体となって国内外からの誘客

に取り組み、地域の活性化を推進

・魅力的なしまねの自然などの情報発信

・地域の魅力を活かした体験プログラムの開発

・三瓶自然館のビジターセンター機能の強化

・安全、快適な滞在のための受入環境の整備

162 創生 隠岐ユネスコ世界ジ 78 隠岐ユネスコ世界ジオパーク推進協議会や地元町 環境生活部

部局 オパーク活用推進事 村等と一体となって、ジオパークを活用した地域振 [自然環境課]

業 興や観光振興を推進

・ジオパークの魅力発信

・ジオパークの紹介・展示の充実

・地元ガイドの養成

・ジオサイトの維持・修繕

・ジオパークの体験学習

163 義務 しまね流エコライフ 270 島根らしい環境にやさしいライフスタイルを実現 環境生活部

部局 推進事業 するための施策を総合的に推進 [環境政策課]

・環境にやさしいライフスタイルへの転換の推進

・環境にやさしい持続可能な地域を担う人づくり・

交流の場づくりの推進

・省エネ・省資源社会の推進

・しまね流エコライフの情報発信

・環境と人にやさしい企業づくりの推進
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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

164 S&B 宍道湖・中海賢明利 7 宍道湖・中海の湖沼環境の保全と賢明利用を推進 環境生活部

用推進事業 ・湖沼環境モニターによる湖沼環境の評価や小中 [環境政策課]

学生による流入河川調査の実施

・ラムサール・大型水鳥の普及啓発

165 S&B 宍道湖・中海水質保 50 宍道湖・中海の効果的な水質保全対策を検討する 環境生活部

部局 全事業 ための調査・研究等を実施 [環境政策課]

・水草対策等推進事業

・アオコ等プランクトン調査事業

・水質汚濁メカニズム調査事業

・湖沼水質保全活動促進事業

166 特需 全国植樹祭開催準備 326 第71回全国植樹祭(島根大会：2020年)の開催に向 農林水産部

費 け、大会の各種計画策定や準備に必要な取組を実施 [林業課]

総務部

[人事課]

警察本部

167 義務 水と緑の森づくり事 196 水と緑の森づくり税を財源とし、県民と協働して 農林水産部

業 荒廃森林の「水を育む緑豊かな森」への再生を促進 [林業課]

168 創生 島根の歴史文化活用 303 県民の郷土に対する関心や愛着を深め、対外的イ 教育委員会

部局 推進事業 メージの醸成、交流人口の増加等を図るため、島根 [文化財課]

の歴史文化を活用して地域の魅力を発信

・奈良県等と共同で特別展「出雲と大和」（2020年

１月～３月）を開催

・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

169 義務 未来へ引き継ぐ石見 129 世界遺産「石見銀山遺跡」を適切に管理し、未来 教育委員会

部局 銀山保全事業 へ継承していくため、調査研究、保存整備、情報発 [文化財課]

信を実施

・基礎、テーマ別調査研究

・遺跡整備、拠点施設運営補助

・セミナー開催
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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

170 創生 しまねの魅力広報事 43 広く共感を得られる「しまねの魅力」を活かした 広報部

業 広報を幅広い分野で推進することで、県内外に向け [広報室]

た情報発信を強化

171 S&B 竹島領土権確立対策 34 「竹島の日を定める条例」の趣旨を踏まえ、問題 総務部

部局 事業 解決に向けた国民世論の喚起を促す取組を実施 [総務課]

・竹島問題の専門調査研究と情報発信

・竹島の日記念行事の実施や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


