震災・原子力防災対策
○ 震災風水害等の自然災害対策
33百万円（＋
百万円（＋14百万円）
百万円（＋ 百万円）
○ 原子力防災・安全対策
1,751百万円［補正
百万円［補正630百万円含む］
百万円含む］
百万円［補正
○ 民間社会福祉施設の耐震診断の促進【新規】
11百万円
百万円
○ 木造住宅の耐震改修の支援
10百万円（＋
百万円（＋6百万円）
百万円（＋ 百万円）
○ 県立学校の耐震改修
498百万円［補正
百万円［補正434百万円含む］
百万円含む］
百万円［補正
○ 県庁舎及び合同庁舎の耐震改修
1,203百万円［補正
百万円［補正434百万円含む］
百万円含む］
百万円［補正
○ 警察署等の非常用発電機の改修
171百万円［補正］
百万円［補正］

安全安心な県民生活の確保
○ 総合防災情報システムの整備
190百万円（＋
百万円（＋144百万円）
百万円）
百万円（＋
○防災行政無線の整備
5,520百万円［補正
百万円［補正1,946百万円含む］
百万円含む］
百万円［補正
○ 農業施設等の風雪害等への備え
300百万円（前年度同額）
百万円（前年度同額）
○ 高病原性鳥ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ等の家畜伝染病への備え
200百万円（前年度同額）
百万円（前年度同額）
○ 県産肉用牛の全頭検査
91百万円（＋
百万円（＋91百万円）
百万円（＋ 百万円）
○ 再生可能エネルギー利活用の推進
182百万円【新規】
百万円【新規】

社会基盤・生活基盤の整備
① 公共事業
○ Ｈ24政府予算案では、公共事業費は、対前年度比で
政府予算案では、公共事業費は、対前年度比で3.2％
政府予算案では、公共事業費は、対前年度比で ％
の減となったことなどから、国補助事業は
の減となったことなどから、国補助事業は10億円減少する
となったことなどから、国補助事業は 億円減少する
見込み。 これに対して、避難路整備や落石対策などの防災
・減災事業を行うとともに、遅れている社会資本の整備を推進
していくため、県単独事業などを増額し、公共事業費総額とし
ては前年度と同規模を確保。
90、
、200百万円
百万円
ては前年度と同規模を確保。
② その他インフラ整備
○ 県立学校のバリアフリー化
○ 警察署移転改築等
○ 駐在所、交番の整備
○ 県立文化施設の改修

549百万円（＋
百万円（＋397百万円）
百万円）
百万円（＋
203百万円（▲
百万円（▲36百万円）
百万円（▲ 百万円）
226百万円（＋
百万円（＋178百万円）
百万円）
百万円（＋
393百万円（＋
百万円（＋383百万円）
百万円）
百万円（＋

雇用対策
○ 緊急雇用創出（国基金事業）
2,053百万円（▲
百万円（▲2,553百万円）
百万円）
百万円（▲
○ 新卒・若年者研修の支援
17百万円（▲
百万円（▲1百万円）
百万円（▲ 百万円）
○ 障がい者の自立に向けた特別支援
障がい者の自立に向けた特別支援
210百万円（▲
百万円（▲7百万円）
百万円（▲ 百万円）

定住対策・中山間地域対策
○ 定住の推進
495百万円（＋
百万円（＋40百万円）
百万円（＋ 百万円）
○ 中山間地域活性化の推進
93百万円（＋
百万円（＋34百万円）
百万円（＋ 百万円）
○ 地域貢献型の集落営農の育成 60百万円（前年度同額）
百万円（前年度同額）
○ 農産品を活用した経営多角化の促進
55百万円（▲
百万円（▲8百万円）
百万円（▲ 百万円）
○ 交通空白地域の解消支援
20百万円（▲
百万円（▲1百万円）
百万円（▲ 百万円）

農林水産業振興
○ 新規就農者の育成・確保
362百万円（＋
百万円（＋283百万円）
百万円）
百万円（＋
○ 農林水産振興がんばる地域応援
286百万円（＋
百万円（＋45百万円）
百万円（＋ 百万円）
○ 将来の農林水産業を支える技術開発プロジェクト
【新規】33百万円
【新規】 百万円
○ 水田の利活用の促進
32百万円（▲
百万円（▲3百万円）
百万円（▲ 百万円）
○ 有機農業の促進
70百万円（＋
百万円（＋8百万円）
百万円（＋ 百万円）
○ 森林整備加速化・林業再生事業（国基金事業）
2,549百万円
百万円(＋
百万円)
百万円 ＋1,560百万円
百万円
○ 循環型林業の促進
【新規】97百万円
【新規】 百万円
○ 民間木造建築の促進
48百万円
百万円(前年度同額
百万円 前年度同額)
前年度同額
○ ナラ枯れ・松くい虫対策108百万円［補正
百万円［補正35百万円含む］
ナラ枯れ・松くい虫対策
百万円［補正 百万円含む］
○ 浜田地域水産業強化対策
【新規】33百万円（債務負担行為
百万円）
【新規】 百万円（債務負担行為207百万円）
百万円（債務負担行為
○ しまねの魚消費拡大の促進
7百万円
百万円(＋
百万円)
百万円 ＋2百万円
百万円

商工業・観光振興
○ 神々の国しまねプロジェクト
1,201百万円（＋
百万円（＋120百万円）
百万円）
百万円（＋
○ 観光誘客の推進
【新規】300百万円
百万円
【新規】
○ 航空機を利用した観光客の誘致対策
128百万円（前年度同額）
百万円（前年度同額）
○ 外国人観光客の誘致対策
35百万円（＋
百万円（＋16百万円）
百万円（＋ 百万円）
○ しまねのものづくり産業活性化プロジェクト
369百万円（＋
百万円（＋49百万円）
百万円（＋ 百万円）
○ 新規投資ファンドの造成
【新規】100百万円
百万円
【新規】
○ ＩＴ産業の振興
150百万円（▲
百万円（▲1百万円）
百万円（▲ 百万円）
○ 産業人材の育成・確保
39百万円（＋
百万円（＋3百万円）
百万円（＋ 百万円）
○ 県産品の販路拡大
104百万円（▲
百万円（▲33百万円）
百万円（▲ 百万円）
○ 輸出促進支援プロジェクト
30百万円（前年度同額）
百万円（前年度同額）
○ 浜田港ロシア貿易拡大プロジェクト
16百万円（＋
百万円（＋9百万円）
百万円（＋ 百万円）

商工業・観光振興
○ 中小企業の経営力強化のための重点支援
126百万円（＋
百万円（＋41百万円）
百万円（＋ 百万円）
○ 企業誘致のための各種助成の拡充
【制度創設】
○ 中小企業制度融資
○ 建設産業の経営革新の促進
119百万円（前年度同額）
百万円（前年度同額）

医療の確保
○ 地域医療再生計画（国基金事業）
3,818百万円（＋
百万円（＋2,332百万円）
百万円）
百万円（＋
○ 益田赤十字病院の建替整備の支援
(債務負担行為
債務負担行為609百万円）
百万円）
債務負担行為

子育て支援
○ しまねならではの子育て支援
70百万円（前年度同額）
百万円（前年度同額）
○ 独身男女の縁結びの応援
10百万円（前年度同額）
百万円（前年度同額）
○ 小規模な保育等ニーズへの支援 82百万円（＋
百万円（＋9百万円）
百万円（＋ 百万円）
○ 保育所整備の推進（国基金事業）
1,461百万円（＋
百万円（＋842百万円）
百万円）
百万円（＋

福祉の充実
○ 高齢者への生活支援サービスの充実
【新規】331百万円
百万円
【新規】
○ 障がい者の自立に向けた特別支援
障がい者の自立に向けた特別支援
(雇用対策除き
雇用対策除き)
百万円（＋29百万円）
雇用対策除き 623百万円（＋
百万円（＋ 百万円）
○ ひきこもり等の子ども・若者の自立支援
51百万円（＋
百万円（＋39百万円
百万円（＋ 百万円)
百万円

教育の充実
○ 離島・中山間地域の高校魅力化・活性化の推進
49百万円（＋
百万円（＋27百万円）
百万円（＋ 百万円）
○ 高校生のキャリア教育の推進
64百万円（＋
百万円（＋4百万円）
百万円（＋ 百万円）
○ 子ども読書活動の推進
199百万円（▲
百万円（▲34百万円）
百万円（▲ 百万円）
○ 特別支援学校の校舎等の整備
587百万円（＋
百万円（＋50百万円）
百万円（＋ 百万円）

交通の確保
○ バス路線の運行維持
307百万円（▲
百万円（▲10百万円）
百万円（▲ 百万円）
○ 一畑電車の運行維持
225百万円（＋
百万円（＋63百万円）
百万円（＋ 百万円）
○ 交通空白地域の解消支援(再掲
交通空白地域の解消支援 再掲)
再掲
○ 隠岐航路の運航維持
(債務負担行為
債務負担行為33百万円）
債務負担行為 百万円）
○ 航空機を利用した観光客の誘致対策（再掲）

防犯・環境対策等
○ 交通管制システム高度化更新
【新規】364百万円
百万円
【新規】
○ 通信指令システム高度化更新
【新規】30百万円
【新規】 百万円
○ 空き交番対策
55百万円（＋
百万円（＋12百万円）
百万円（＋ 百万円）
○ 宍道湖・中海の湖沼環境特別調査
【新規】20百万円
【新規】 百万円

地域活性化
○ 石州瓦の利用促進
45百万円（前年度は外部団体基金）
百万円（前年度は外部団体基金）
○ しまね長寿の住まいリフォーム助成
150百万円（▲
百万円（▲10百万円））
百万円（▲ 百万円））
○ 県産木材を生かした木造住宅づくり支援
120百万円（前年度は外部団体基金）
百万円（前年度は外部団体基金）
○ 隠岐ジオパークの世界認定支援
143百万円（＋
百万円（＋129百万円）
百万円）
百万円（＋
○ 石見銀山世界遺産登録５周年を記念した情報発信、調査・
保存
159百万円（＋
百万円（＋28百万円）
百万円（＋ 百万円）
○ 文化芸術を担う人材育成の支援
44百万円（＋
百万円（＋2百万円）
百万円（＋ 百万円）

