
●定住促進
●農林水産物需要拡大
●農林水産業労働力の確保
●農林水産業事業体の負担軽減
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海岸漂着物等地域対策推進事業
2億9,435万円

環境政策課
　対馬市の課題である漂流漂着ごみを適正に処理するため、
地域住民等が回収した漂流漂着ごみの処理を実施するとと
もに、日韓市民ビーチクリーンアップ事業等の開催により、
国内外に向けた発生抑制対策に取り組みます。また、中間
支援組織、協議会の中で、今後の漂流漂着ごみのあり方に
ついて協議を進めていきます。

【主な経費】
　●漂流・漂着ごみの回収・処分経費等・・・・2億9,031万円
　●日韓市民ビーチクリーンアップ事業・・・・・・・139万円
　●日韓海岸清掃フェスタIN対馬事業・・・・・・・・・93万円
　●海ゴミ交流事業・・・・・・・・・・・・・・・・172万円

農林水産業費
農林水産業担い手対策事業

1億2,929万円
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・・・・・・・・・・・・・・・3,150万円
　　・担い手育成総合支援協議会補助金・・・・・・・・185万円
　　・中山間地域等担い手収益力向上支援事業補助金・・・75万円
　●林業担い手対策
　　・ながさき森林づくり担い手対策補助金・・・・・・895万円
　　・林業従事者人財育成事業委託料・・・・・・・・2,250万円
　●漁業担い手対策
　　・新規就業者指導料・・・・・・・・・・・・・・1,098万円
　　・新規就業者指導用船借上料・・・・・・・・・・・788万円
　　・後継者対策事業補助金・・・・・・・・・・・・3,514万円
　　・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
　　・合同企業就職説明会開催経費・・・・・・・・・・673万円
　　・合同企業就職説明会参加補助金・・・・・・・・・108万円

漂着ごみリサイクル推進事業
783万円
環境政策課

　回収された漂流漂着ごみのリサイクル化と適正な処
理を実施するため、漂着ごみ前処理施設において、油
化装置による発砲スチロールのスチレン油化と木くず
等の可燃系の漂着ごみの焼却処理を実施し、漂着ごみ
処理経費の削減を図ります。

【主な経費】
　●漂着ごみ前処理施設維持管理委託料・・・783万円

対馬クリーンセンター基幹改良事業
883万円
環境政策課

　対馬クリーンセンターの長寿命化とCO₂削減対策を
目的に基幹改良工事を実施するための発注仕様書の作
成業務を委託します。

【主な経費】
　●基幹改良工事発注仕様書作成及び
　　実施設計図書検討業務委託料・・・・・・883万円

対馬の農林水産業従事者担い手・林業女子
育成及び人財発掘事業

今後の農林水産業振興・雇用創出
及び島内経済活性化が期待できる

●国内主要都市（東京・長崎・福岡）及び対馬市内に
　おけるU・I・Jターン合同就職説明会並びに合同企業
　説明会の開催
●新規雇用者の人件費・研修費等の一部助成
●農林水産業職業紹介映像製作及び情報発信

本事業の実施により
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【主な経費】
　●森林整備地域活動支援交付金・・・・・2,396万円

【主な経費】●賃金・共済費・・・・・・・・・・521万円
　　　　　　●処理施設管理経費・・・・・・・・205万円

●鳥獣対策総合支援業務委託料・・・647万円
●食肉衛生検査料・・・・・・・・・・95万円

対馬猪鹿活用促進事業
1,904万円

農林・しいたけ課
　イノシシ・シカの問題解決に向けた取り組みを継続的に推進するためには、専門的知識を有する団体等により、
正しい被害対策の指導と情報提供が重要です。また、危機感から始まる被害対策は、危機回避後その対策は終わる
ため、被害対策を継続的に行うことを対馬の地域づくりの一つと捉え、そのきっかけとしてイノシシ・シカの肉を
食べて、革を使って、知ることから始まる被害対策により、被害と感じない人づくり、獣害に強い地域づくりを目
指す事業を実施します。

農地中間管理事業
2,504万円

農林・しいたけ課
　農地の集積・集約化を進めるため農地中間管理事業を実施して
います。貸し手と借り手の中間的受け皿として事業を推進します。
この事業を推進するため、農地中間管理機構（県農業振興公社）
より対馬市が業務を受託し一連の事務、並びに農家への機構集積
協力金を交付します。

【主な経費】
　●機構集積協力金
　　　　・・・・・・・・・・・・・1,640万円
　●事務費
　　　　・・・・・・・・・・・・・・864万円

森林整備地域活動支援交付金事業
2,426万円

農林・しいたけ課
　計画的な森林整備を促進するため森林経営計画を
策定（予定も含む）し、協定書を締結した団体及び
個人（森林組合・林業公社・個人）が行う森林経営
計画作成促進や施業区域の集約化等の作業及びこれ
らの作業に必要な作業道の補修に対し、国・県と協
調して交付金を交付します。

イノシシやシカに関わる目的を多様化

資源活用 ＝ 地域を巻きこむ種まき！
KEYWORD

被害対策
KEYWORD

資  源
（肉・革）

森林整備地域活動支援交付金
●森林経営計画作成促進
●森林経営計画作成・施業集約化に向けた条件整備等を実施

森林整備の促進
各種補助・助成制度等の活用による森林整備の促進を図る。

長崎県
林業公社

森林
所有者 森林組合

レザークラフト
（名刺入れ・印鑑ケース等）

ソーセージ作り体験地区捕獲隊の活動 食肉加工製品
（ソーセージ・ベーコン等）
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【主な経費】
　●林業関連資格免許取得研修補助金・・・・・200万円

林業の星スキルアップ研修事業
200万円

農林・しいたけ課
　林業は、木材生産を重視した「木を育てる時代」か
ら、経営努力が必要な「木を利用する時代」へと変化
しており、事業体の求める技能レベルがさらに高くな
っています。林業従事者が業務遂行上、必要な資格及
び免許取得のために必要な島外渡航費用に対する助成
を行います。

【主な経費】
　●全国催事出店・商談会出席旅費・・・・・200万円
　●催事時しいたけ試食用サンプル代・・・・・50万円
　●販路拡大流通体制構築事業委託料・・・1,060万円
　●対馬しいたけフェア施設使用料・・・・・・50万円

「対馬しいたけ」販路拡大流通体制構築事業
1,375万円

農林・しいたけ課
　対馬を「しいたけの島」として将来へ継承するため、
「しいたけ」の流通拡大・販路拡大に取り組むことが
急務であり、島内の生産者の「しいたけ」も含めて、
対馬市が主体となり、関係機関と強力に連携し、官民
一体となったオール対馬の力を結集し、独自販売ルー
トを構築し、安定供給するとともに、有利販売に繋げ
ます。

林業事業体・林業資格取得

対馬市1/2・事業主1/2

●社員のスキルアップ
●施行技術の向上

●経営力アップ
●所得向上

島外受験旅費

効　果

「対馬しいたけ」販路拡大流通体制構築事業
●事業検討部会　　　　　　　●販路の新規開拓
●物産展及び催事への出展　　●商談会の開催
●バイヤーとの連絡調整

今後のしいたけ振興、
島内経済活性化が期待
できる。

●しいたけ生産者の所得向上
●対馬しいたけのブランド化
●販路拡大及び消費拡大

【主な経費】
　●しいたけ生産推進補助金・・・・・・・・・2,500万円
　●大型生産団地導入支援事業補助金・・・・・・529万円

　●対馬しいたけ需用拡大支援事業補助金・・・・・48万円
　●新規就農者施設整備支援事業補助金・・・・・・75万円

對馬椎茸やる倍ナバダス計画総合対策支援事業
3,338万円

農林・しいたけ課
　①生産量アップ②栽培技術向上③椎茸価格安定化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。

振興方針
＜しいたけ生産対策＞
　●生産の効率化　●経営の合理化と分業化の促進
　●担い手の確保と育成　●品質選定の強化
　●生産管理の徹底　●指導体制の強化と指導方針
　●種駒補助制度の継続
　●乾しいたけから生しいたけへのシフト
＜乾しいたけ流通対策＞
　●販売体制づくりの構築　●生しいたけの販路拡大
　●トレーサビリティ（流通経路の追跡）
＜乾しいたけの消費拡大対策＞
　●環境王国マーク及び環境王国の商品としての
　　ブランド化による差別化
　●食育の推進及び地産地消の推進　●消費宣伝活動の展開
　●新たなしいたけ加工食品の開発　●対馬しいたけの輸出

　　　＜取組＞
①生産者のやる気倍増
②生産量を倍増
③系統（全農市場）
　外出荷量倍増

　　＜事業目標＞
①生産者の所得向上
②価格の安定化
③作業の効率化
④分業化・安定供給
　体制ルールづくり
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【主な経費】
　●林業専用道畦口線開設・・・・・・・・・3,943万円
　●林道矢立麓線舗装・・・・・・・・・・・・501万円
　●林道橋梁長寿命化・・・・・・・・・・・1,500万円

　●林業専用道雞知焼松線開設・・・・・・・3,851万円
　●林業専用道賀谷塩浜線開設・・・・・・・2,403万円

林道整備事業
1億2,198万円

基盤整備課
　林業施行の効率化を図るため、林道の開設・改良を行います。

【主な経費】●離島漁業再生支援交付金・・・・・・・・・・・・・・3億3,341万円

離島漁業再生支援交付金事業
3億3,541万円

水産課
　島内37の漁業集落が行う漁場の生産力向上に関する取組や集落の実践的な
取組、新規就業者に対する漁船リースなど支援を行います。

【主な経費】
　●海洋保護区設定推進協議会委員等報酬・・・・・80万円
　●海洋保護区設定推進協議会委員等旅費・・・・164万円
　●海洋保護区設定調査研究委託料・・・・・・・709万円

海洋保護区設定推進事業
993万円
水産課

　豊かな海を未来へ継承し、伝統的漁法を継続しながら水
産資源の持続可能な利用を図るために、海洋保護区設定を
目指します。

●基本交付分

●新規就業者特別対策分

管　轄　別

○漁船リース（継続7件）・・・24,576千円　　○新規・・・20,000千円　　○漁具リース・・・5,000千円

世　帯　数

金額（千円）

厳　原

327

44,472

美津島

610

82,960

豊　玉

354

48,144

峰

214

29,104

上　県

268

36,448

上対馬

314

42,704

合　計

2,087

285,832

推進事務費

ー

2,000

【主な経費】●水産多面的機能発揮対策交付金・・・・・・・・・589万円

水産多面的機能発揮対策事業
614万円
水産課

　漁業者が活動組織を作り、藻場の機能維持・回復を図るための保全活動を支援します。

○綱島地区（継続）・・１６２万円
（海藻の種苗投入・食害生物の除去（魚類）・保護区域の設定・モニタリング・岩盤清掃）
○水崎地区（継続）・・１１０万円
（海藻の種苗投入・食害生物の除去（ウニ類）・母藻設置・保護区域の設定・モニタリング）
○内院地区（継続）・・１５５万円
（海藻の種苗投入・食害生物の除去（魚類・ウニ類）・海藻の種苗生産・モニタリング）
○鴨居瀬地区（新規）・・１６２万円
（海藻の種苗投入・食害生物の除去（魚類）・モニタリング）
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輸送コスト助成事業
1億9,101万円

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・・・・・・150万円
　●木材加工品輸送コスト助成事業補助金
　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・3,400万円
　●活魚・鮮魚輸送コスト助成事業補助金
　　　　・・・・・・・・・・・・・・・1億5,551万円

漁業用燃油高騰対策事業
6,282万円

水産課
　燃油高騰による漁業経営の圧迫を緩和するため省エ
ネ機器等（LED集魚灯・船内機・船外機）導入に対
する支援を行い、漁業経営の安定化を図ります。

【主な経費】
　●漁業用燃油高騰対策事業補助金
　　　　・・・・・・・・6,282万円

水産物流通拡大事業
700万円
水産課

　釜山国際水産貿易EXPOに市と民間が一体となって
出展し、一番近い大消費地である韓国（釜山）への輸
出を検討・模索する傍ら韓国からの誘客を図り、販路
の拡大、水産物の価格安定及び島内外消費の拡大等を
目指します。

【主な経費】
　●料理人及び通訳謝礼
　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・66万円
　●旅費・・・・・・・・・・・・・・・・・200万円
　●消耗品費・印刷製本費
　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・174万円
　●通信運搬費・・・・・・・・・・・・・・100万円
　●会場・物品借上料
　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・160万円

漁場整備事業
7,600万円

水産課
　魚礁設置により水棲生物の蝟集・保護培養効果を高
め、魚の産卵や育成などの資源確保に適した環境をつ
くることで漁場の生産能力の回復を図ります。

【主な経費】
　●魚礁設置測量設計委託料
　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・300万円
　●魚礁設置工事（瀬・豆酘）
　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・7,300万円

【主な経費】
　●魚礁設置事前測量委託料・・・・・・300万円［厳原地区2ヶ所（豆酘・瀬）］
　●漁場効果調査委託料・・・・・・・・251万円［厳原地区1ヶ所（豆酘）・上県地区1ヶ所（女連）］

魚礁設置・漁場効果調査
551万円
水産課

　魚礁設置による集魚状況及び生産効果の確認並びに漁場造成（藻場）による海藻育成状況
の把握を行います。

【主な経費】
　●水産生産基盤整備事業
　　・千尋藻漁港・高浜漁港・阿連漁港・瀬漁港
　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・7億8,511万円
　●農山漁村地域整備交付金事業
　　・唐崎漁港・内院漁港・久和漁港・・・・5億6,179万円
　●漁村再生交付金事業
　　・鰐ノ浦漁港・女連漁港・三根漁港・・・・1億200万円

　●強い水産業づくり交付金事業
　　・豊漁港・志多賀漁港・千尋藻漁港・西海漁港
　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1億円
　●漁港施設機能強化事業
　　・五根緒漁港・阿連漁港・・・・・・・・・5,580万円
　●漁港施設機能保全事業
　　・千尋藻漁港・上槻漁港・・・・・・・・・・・1億円

漁港整備事業
17億470万円

基盤整備課
　漁港施設の基本施設、機能施設を充実させ、漁業就業者の利便性の向上を図ります。


