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平成27年度の主な事業

産業・経済
●地場産業の振興と観光との連携

有害鳥獣被害防止総合対策事業
9,060万円

農林・しいたけ課
　年々、深刻化するイノシシやツシマジカによる
農林産物への被害抑制のため、捕獲に対し1頭当た
り1万円の補助を行うとともに、居住区域内安全対
策事業・農林産物の被害対策事業を実施します。

肉用牛飼育対策事業
5,939万円

農林・しいたけ課
　後継者不足や機械化の流れのなかで、生産者及び飼養頭数共に減少の一途をたど
っている畜産業において、畜産業の再興を目的として繁殖牛頭数を増やすための施
策を展開します。

【主な経費】
　●イノシシ捕獲補助金・・・・・・・・・5,000万円
　●ツシマジカ捕獲補助金・・・・・・・・3,000万円
　●鳥獣被害防止施設整備等事業補助金・・・940万円

　●家畜診療所運営費補助金・・・・・・・・・756万円
　●肉用牛多頭飼育経営促進事業補助金・・・・820万円
　●対馬和牛COWCOW支援事業委託料・・・3,002万円

【主な経費】
　●肉用牛出荷導入輸送費補助金・・・・・・・135万円
　●家畜導入事業・・・・・・・・・・・・・・439万円
　●家畜導入事業資金供給事業補助金・・・・・594万円

対馬猪鹿活用促進事業
4,254万円

農林・しいたけ課
　有害鳥獣であるツシマジカ・イノシシの捕獲データの蓄積・活用促進に取り組むとともに、
商品の試作・試験販売・市場調査を行い、産業の創出を目指します。

　●機械器具リース料・・・・・・・・・・・・396万円
　●対馬猪鹿利活用促進事業補助金・・・・・・235万円

【主な経費】
　●現場作業・食肉解体作業賃金・・・・・・1,716万円
　●燃料費・・・・・・・・・・・・・・・・・・510万円
　●車借上料・・・・・・・・・・・・・・・・349万円

《鳥獣被害防止施設整備等事業フロー図》

《捕獲補助金（イノシシ・ツシマジカ）事業フロー》

・住居区域内の安全対策のために設置する侵入防止柵等の原材料費

地区からの事業計画書提出（集落全体を防護
しなお且つ、設置後の管理体制など徹底でき
る集落へ補助する。

地区長

提出された事業計画書が妥当かどうか審査会
を開催し適否を判断。対馬市

対馬市

交付決定通知を受理後、速やかに事業計画の
とおり資材を購入し、地区住民により設置作
業を行う。（概算払い可能）
設置完了後、実績報告書提出。

地区長

現地確認

・家庭菜園等を対象とした農林作物等被害対策のために設置する侵入防止柵等の原材料費

国庫補助事業の対象外である家庭菜園に限り補助する。個人又は2戸以上

提出された事業計画書が妥当かどうか審査会を開催し
適否を判断。対馬市

国 県 有害鳥獣捕獲従事者

対馬猟友会

（猟友会員の内参加希望者）

※シッポは市で処理

対馬市

交付決定通知を受理後、速やかに事業計画のとおり
資材を購入し、設置作業を行う。
設置完了後、実績報告書提出。

個人又は2戸以上

現地確認
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②写真等提出

④補助金支出

③補助金請求

①写真・シッポ等提出 ⑤各有害鳥獣捕獲従事者へ支出⑤各有害鳥獣捕獲従事者へ支出①写真・シッポ等提出

対馬市
（各センター含む）
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輸送コスト助成事業
2億1,890万円

農林・しいたけ課／水産課
　農林産物・木材加工品及び鮮魚・活魚の輸送コスト
の一部を助成することにより、農林漁業従事者の生産
意欲の向上、所得の向上を図ります。

【主な経費】
　●野菜共同出荷奨励事業補助金・・・・・・・・300万円
　●木材加工品輸送コスト助成事業補助金・・・・・3,915万円
　●活魚・鮮魚輸送コスト助成事業補助金・・・・1億7,675万円

森林整備地域活動支援対策事業

農林・しいたけ課
　森林の有する国土の保全・水源のかん養・地球温暖
化の防止等の多面的機能が十分に発揮されるよう、適
切な森林の整備を図る森林所有者に対し、交付金を交
付します。

【主な経費】
　●森林整備地域活動支援交付金・・・・・・3,121万円

3,171万円

市有林整備事業
1,693万円

農林・しいたけ課
　森林の有する国土の保全・水源のかん養・地球温暖
化の防止等の多面的機能が十分に発揮できるよう、市
有林の伐期に向けた適正な施業（間伐）により、優良
木への転換を図ります。

【主な経費】
　●森林環境保全直接支援事業委託料・・・・1,680万円

對馬椎茸やる倍ナバダス計画事業
5,823万円

農林・しいたけ課
　①生産量アップ　②栽培技術向上　③価格安定化　
④作業の効率化　⑤分業化・安定供給など各種施策を
講じ、しいたけ生産者の所得向上及び流通体制の構築
を図ります。

【主な経費】
　●しいたけ生産推進補助金・・・・・・・・4,400万円
　●大型生産団地導入支援事業補助金・・・・1,121万円
　●対馬しいたけ需要拡大支援事業補助金・・・・98万円
　●新規就農者施設整備支援事業補助金・・・・125万円

本事業により一定の輸送コストを助成することで、対馬の主要な

1次産業のひとつである林業及び水産業において、本土事業者と

ある程度価格面で同じスタートラインに立つことが出来、これま

で以上に生産量が増加することが予想される。また、林業部門に

おいて、加工材の生産増加は、森林事業者や森林所有者の森林整

備（利用間伐）に直結し、生態系の維持も期待できる。

事

業

効

果

対馬市

木材加工
事業者Ａ

木材加工
事業者Ａ

生産者の安定した経営体制の確立及び生産意欲、
所得の向上が期待できる。

農林産物の島外への系統出荷に係る輸送費用
について、2/3の助成を行うことで、生産者
への還元を図る。

市　　場

販 売 先

本　土

木材加工
事業者Ｂ

木材加工
事業者Ｃ

木材加工
事業者Ｂ

各漁協

チップ加工
事業者Ａ
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対馬市としての戦略品目（製材、鮮魚）については
地域協議会に対し、その他チップ等林業加工品につ
いては、事業者に対し、離島における一番のネック
である海上輸送コストの一部を助成する。
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生産林家

生産林家

生産農家

生産農家

農林産物

燃油高騰対策事業
1億6,708万円

水産課
　燃油高騰による漁業経営の圧迫を緩和するため、燃
油に対する支援及び燃油消費量そのものを根本的に削
減するための省エネ機器導入等に対する支援を行いま
す。

【主な経費】
　●漁業用燃油高騰対策事業・・・・・・・・1億966万円
　●省エネ機器等促進事業・・・・・・・・・5,742万円

対馬産物消費拡大推進事業
1,000万円

水産課
　あなご・アカムツ・マグロなど、島外で高価に取引
が行われている魚や、旬な農産物を市民にPRするイ
ベント（対馬食通祭）を3ヶ月開催し、つしま産の露
出を広めることで消費拡大を推進します。

【主な経費】
　●地産地消推進事業費補助金・・・・・・・1,000万円
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●商業集積の高度化・魅力向上

しま共通地域通貨発行事業
1億3,324万円
観光交流商工課

　島外からの観光客・ビジネス客が、長崎県のしま市
町で使える「しまとく通貨」を発行し、島の魅力向上
を図るとともに、加盟店（対馬島内約230軒）での利
用を促進し、離島での消費拡大を図ります。

【主な経費】
　●島外からのボランティア活動等参加謝礼・・・50万円
　●しま共通地域通貨発行事業委託料・・・1億3,251万円

対馬特産品魅力アップ事業
1,282万円
観光交流商工課

　バイヤー等による対馬特産品を利用した商品づくり
勉強会や、商品パッケージのデザインアドバイス、商
談会等を行い、島外流通による売上の増加と、食での
誘客を図ります。

【主な経費】
　●対馬特産品デザインアドバイス委託料・・・261万円
　●対馬特産品魅力アップ事業イベント委託料・・・912万円

商店街にぎわい創出支援事業
400万円

観光交流商工課
　地域コミュ二ティの担い手として、地域住民の利便
性を高めるために実施する事業及び商店街の魅力創出
や、にぎわいの溢れる商店街の振興を図り、対馬の発
展に寄与する事業について支援します。

【主な経費】
　●商店街にぎわい創出支援事業補助金・・・・400万円

お知らせ
　島外からの観光客・ビジネス客が利用できる「し
まとく通貨加盟店」を募集しています。
　島外に住所のある対馬出身者の里帰りにもご利用
いただけます。
　対馬在住の方でも、ほかの島市町（壱岐・五島な
ど）でご利用いただけます。

創業等支援事業

新たな雇用・地域資源の更なる活用

創業
希望者
創業
希望者

1億324万円
新政策推進課

　市内における創業や、新たな分野への取り組みなどを総合的に支援することで、
新たな雇用や地域資源の更なる活用を図ります。
　本年度は、産学金官が連携した創業支援会議による支援の継続と「地域経済循
環創造事業補助金」の追加による創業支援策の拡充、創業セミナーを開催します。

【主な経費】
　●地域経済循環創造事業補助金
　　　　・・・・・・・・・1億円

●U・Iターン等　定住化対策の促進

ワンストップ相談窓口

対馬市創業支援会議
農　協 森林組合商工会

長崎大学 長崎県立大学漁　協

十八銀行慶應義塾大学SFC研究所

長崎県 対馬市親和銀行

（新政策推進課）

関係機関が連携して総合的な支援を行います

支援の実施

相談

・事業計画作成支援
・補助金申請支援
・各種手続き支援　など

経営安定に向けて
支援を継続します

事業開始

新たな
商品を開発
したい

新しい商売を
始めてみたい

販路を
広げたい

でも、どこに
相談していいのか
分からない。。。

市役所に専門窓口をつくりました
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域学連携地域づくり推進事業
1,201万円
新政策推進課

　地域と大学等とが連携して地域づくりを推進することで、対馬の活
性化を図ります。
　本年度は、インターン学生等の受け入れ、島おこし実践塾、域学連
携地域づくり実行委員会、学術研究奨励補助金の継続に加え、大学等
の研究成果を市民に還元する仕組み作りに取り組みます。

【主な経費】
　●域学連携コーディネート支援事業委託料
　　　　・・・・・・・・・・・・771万円
　●学術研究奨励補助金
　　　　・・・・・・・・・・・・150万円

島おこし協働隊事業
5,683万円

【主な経費】
　●民間伝承保全活用事業・・・・・・・・・・459万円
　●域学連携コーディネーター事業・・・・・・415万円
　●有害鳥獣ビジネスコーディネーター事業・・・478万円
　●島のもん魅力発信デザイナー事業・・・・・417万円
　●島の循環型農法推進プランナー事業・・・・410万円
　●島の森林再生チャレンジャー事業・・・・・427万円
　●対馬水産加工再生事業・・・・・・・・・・475万円
　●対馬資源商品化事業・・・・・・・・・・・417万円
　●まちなかにぎわい創出サポートマネージャー事業
　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・339万円
　●生物多様性事業・・・・・・・・・・・・・442万円
　●観光客満足度向上マネージャー事業・・・・740万円
　●対馬ミュージアム・プロモーター事業・・・412万円

担い手確保対策事業
1億1,313万円

農林・しいたけ課／水産課
　農林水産業における、高齢化・担い手不足を解消す
るため、U・I・Jターン向け合同企業就職説明会の島
外での開催や、新規就業者に対する支援を行います。

【主な経費】
　●農業担い手対策
　　・青年就農給付金・・・・・・・・・・・2,850万円
　　・担い手育成総合支援協議会補助金・・・・185万円
　●林業担い手対策
　　・ながさき森林づくり担い手対策補助金・・・813万円
　　・林業従事者育成補助金・・・・・・・・・900万円
　●漁業担い手対策
　　・新規就業者指導料・・・・・・・・・・・876万円
　　・新規就業者指導用船借上料・・・・・・・876万円
　　・後継者対策事業補助金・・・・・・・・3,605万円
　　・新規就業者定着促進事業補助金・・・・・100万円
　●農林水産業担い手対策
　　・職業紹介映像製作委託料・・・・・・・・150万円
　　・合同企業就職説明会開催経費・・・・・・685万円
　　・合同企業就職説明会参加補助金・・・・・226万円

新政策推進課／市民協働・自然共生課
観光交流商工課／農林・しいたけ課

中対馬振興部地域振興課／上対馬振興部地域振興課

　特定分野の専門知識を持った島外の人材を「島おこ
し協働隊員」として受け入れ、外部からの目線を活用
した地域づくりの支援を行います。

対馬市

若い活力を求める
地区・事業者の皆様

参加・受入希望の呼び付け

夢をカタチに！
◎受入側：外部目線の若者のアイデアやエネルギーを活かし、地区や
　　　　　事業者の活性化を図ります。
◎学生側：現場での実践活動を通じ、スキルアップを図ります。

・地域や事業所をもり立てる若い人
　が欲しい！
・学生と一緒に地域づくりや新たな
　ビジネスに挑戦したい！
・既存事業を活性化させたい！
・学生に仕事を手伝ってもらったり、
　研究してほしい！
・対馬の素晴らしさや現状・課題を
　学生に伝えたい！

現場に学び、課題解決に
挑戦したい学生

・これからの社会に必要とされる人材に
　なりたい！
・自分に何ができるかを試したい！
・将来、専門性を活かした新ビジネスに
　取り組みたい！
・離島の現状や課題を知り、離島振興に
　貢献したい！

実習実地

対馬市が、地区や事業者の皆様の
課題や期待を踏まえ、学生向けの
実習プログラムを設計

学生募集

受入希望
参加希望

交流を
増やしたい

特産品を
作りたい

人手が
欲しい

実践力のある
人材を育てたい

研究成果を
現場で試したい


