
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 

120 出雲縁結び空港の

機能拡充・利用促

進 

270,106 ターミナルビルの中期的な整備の検討

及び保安施設の強化や利用促進に向けた

事業を実施 

・ターミナルビル等の施設規模などの

検討 

・侵入警戒センサーなど保安施設の整

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] 

121 出雲縁結び空港周

辺対策事業 

87,000 出雲縁結び空港の利便性向上を図るた

めの運用時間の延長等に向けた、空港周

辺住民との協議に必要な事前調査を実施 

［調査内容］ 

空港周辺の移転対象家屋、土地の

調査 

［実施期間］ 

Ｒ２年１～７月 

地域振興部 
[交通対策課]



（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

122 萩・石見空港の利

用促進・機能拡充 

422,793 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

る他、老朽化した滑走路舗装等や滑走路

端安全区域の整備を実施（№22、37、56、

87 一部再掲） 

１ 誘客促進対策 

①イン・アウト対策 

・乗客数増加に向け、団体旅行商品

の造成等を支援 

・都市間交流やビジネスなどでの利

用促進 

・外国人アドバイザーを活用した訪

日外国人誘客対策の強化を支援 

②政策課題への対応 

・グラントワを活用した全国規模の

イベント及び石見美術館企画展を

活用した誘客促進の実施 

・首都圏在住の独身女性を招き、生

活体験などを通じた婚活プランの

実施 

・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

配置 

・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工業団地の

視察ツアーを開催 

・首都圏の中学生・保護者を対象に中

山間地域の高校をめぐるバスツア

ーを実施 

・首都圏の事業者を招致し、石見地域

の木材製品製造業者とのマッチン

グを実施 

２ 滑走路等の整備 

①滑走路舗装等改良、灯火施設更新の

実施 

②航空機の離着陸時にオーバーランし

た際の被害を最小限に留めるための

滑走路端安全区域を整備 

地域振興部 
[交通対策課] 

環境生活部 
[文化国際課] 

健康福祉部 
[子ども・子育

て支援課]

農林水産部 
[林業課] 

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]



（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

123 隠岐世界ジオパー

ク空港の機能拡

充・利用促進 

116,562 ターミナルビルの拡張、乗降施設の整

備や利用促進に向けた事業を実施 

・待合室及び手荷物受取の拡張工事 

・バリアフリーに対応した乗降施設

（ボーディングブリッジ）の設置 

・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]

124 国際チャーター便

支援事業 

41,200 外国からの観光誘客を図るため、県内

空港を利用する国際チャーター便を支援 

①航空会社に対する着陸料・航行援助

施設利用料の助成 

［助成率］3/4（上限 20万円／回） 

②旅行会社に対する旅行商品造成の支

援 

［助成額］5,000 円／島根県内宿泊の

ツアー客 

地域振興部 
[交通対策課]

125 新規 簡易・小規模なほ

場整備の促進 

40,000  水田園芸に取り組む農業者が実施する

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、110 一部再掲） 

①水田園芸チャレンジ支援 

新たに水田園芸に取り組む農業者

の排水対策等の実証に係る経費を支

援 

［助成率］1/2 

②県単農地集積促進事業    

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に対

する支援 

［助成率］12.5％ 

農林水産部 

[農産園芸課] 

[農地整備課] 



（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

126 林内路網整備事業 85,000 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、市町村と共

に森林作業道等の整備を支援 

①森林作業道整備 

［助成額］ 

  2,000 円／ｍ・1,000 円／ｍ 

②作業ヤード整備            【新規】

［助成額］50 万円／箇所 

③排水施設整備              【新規】

［助成額］２万円／箇所 

農林水産部 

[森林整備課] 

127 新規 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 

制度創設 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

（№58 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]

128 新規 県・市町村共同工

業団地整備事業 

制度創設 中山間地域等の産業振興を図るため、

県と市町村が共同して工業団地を整備

（№59 再掲） 

［実施主体］ 

県・市町村 

［分譲地の所有名義（持分割合）］ 

県 1/2、市町村 1/2 の共有名義 

［整備に係る費用負担］ 

県 1/2、市町村 1/2 

商工労働部 
[企業立地課]

企業局 

129 山陰道の整備促進 

（直轄事業負担金）

5,000,000 山陰道の早期開通を目指して整備を促

進（令和元年 12月の整備率 67％） 

土木部 
[高速道路推進

課] 



（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

130 浜田港の機能拡充

（一部特別会計） 

79,200  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

た上屋整備        【新規】

・福井臨港道路の整備 

土木部 

[港湾空港課]

131 日本海側内航ＲＯ

ＲＯ船定期就航化

推進事業 

20,750 境港圏域の企業の経営安定及び新たな

事業展開を図るため、平成 31 年４月に開

設された敦賀港－博多港航路を活用して

航路の定期化を目指し、鳥取県と連携し

て試験運行等を実施 

［負担割合］島根県 1/4、鳥取県 3/4 

［支援経費］ 

・接岸岸壁変更による試験輸送経費

（２回） 

・試験輸送を利用する荷主企業の経

費 

［助成率］1/4 以内、上限 50 万円 

土木部 
[港湾空港課] 


