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●農業担い手対策
　・農業次世代人材投資資金
　・中山間地域等直接支払事業補助金
　・肉用牛生産基盤安定奨励事業補助金
●林業担い手対策
　・ながさき森林づくり担い手対策補助金
　・林業従事者人財育成事業委託料
　・林業の星スキルアップ研修事業補助金
●漁業担い手対策
　・新規就業者指導料
　・新規就業者指導用船借上料
　・新規就業者定着促進事業補助金
　・後継者対策事業補助金
●農林水産業担い手対策
　・合同企業就職説明会開催経費
　・合同企業就職説明会参加補助金
　・企業情報発信経費

【主な経費】

・・・・・・・・・・・・1,950万円
・・・・・・・・2,945万円
・・・・・・・1,040万円

・・・・・・1,400万円
・・・・・・・・・3,244万円

・・・・・・・100万円

・・・・・・・・・・・・・・・・989万円
・・・・・・・・・・・・677万円
・・・・・・・・・1,844万円

・・・・・・・・・・・・・・600万円

・・・・・・・・・・・376万円
・・・・・・・・・・・42万円

・・・・・・・・・・・・・・・・320万円

農林水産業担い手対策事業
1億2,979万円

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。

●対馬クリーンセンター基幹改良工事
●工事監理委託料

【主な経費】 ・・・6億1,847万円
・・・・・・・・・・・・・1,004万円

対馬クリーンセンター基幹改良事業
6億2,851万円

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します。

農林水産業費

●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

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

●インターンシップ補助金
 （学生用・事業所用）
●学生・事業者コーディネート業務委託料
●大学等訪問旅費
●企業訪問等バス借上料

【主な経費】
・・・・・・・・・150万円

・・・60万円
・・・・・・・・・・・・・・50万円

・・・・・・・・・・・50万円

農林水産業インターンシップ人材確保支援事業
350万円

農林・しいたけ課

　対馬市まち・ひと・しごと創生総合戦略プランに基
づき、島内外学生が市内における農林水産業の就業体
験を通して、職業選択、適性を見極める企業側におい
ても優秀な人材の確保や適正判断を行えることから、
後継者不足解消や移住・定住へつなげます。
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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）

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）

●機構集積協力金【主な経費】 ・・・・・・・・・・・・・421万円 ●事務費・・・・・・・・・・・・・・・・・556万円

農地中間管理事業
977万円

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。

●被害防止・駆除事業
　・イノシシ捕獲補助金
　・シカ捕獲補助金
　・捕獲隊推進補助金
　・イノシシ・シカ一斉捕獲業務委託料
　・鳥獣被害防止施設整備補助金

【主な経費】
・・・・・・・・・5,400万円

・・・・・・・・・・・5,400万円
・・・・・・・・・・・50万円

・・・386万円
・・・・・・430万円

●活用促進事業
　・鳥獣対策総合支援業務委託料
　・有害獣捕獲通知システム構築委託料

・・・・・・518万円
・・・143万円

有害鳥獣対策事業
1億3,769万円
農林・しいたけ課

　イノシシ、シカの被害防止や駆除については、防護柵の設置や個体の捕獲を積極的に行っていますが、未だに被
害が後を絶ちません。森林におけるシカの食害やイノシシの掘り返しなど、生態系への影響も深刻化してきており、
更なる対策として一斉捕獲をし、個体の減少に努めます。
　また、有害鳥獣の捕獲・被害データの蓄積や分析を行い、イノシシ・シカの肉・皮を活用した、対馬独自の商品
を開発し試験販売・市場調査するなど、雇用と産業の創出を目指します。
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●しいたけ生産推進補助金
●品質向上基盤施設導入補助金

【主な経費】 ・・・・・・・・2,500万円
・・・・・1,268万円

●新規就農者施設整備支援事業補助金
●対馬しいたけＰＲ事業経費

・・・・50万円
・・・・・・・・50万円

對馬椎茸やる倍ナバダス計画総合対策支援事業
3,868万円

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。

1,500万円
農林・しいたけ課

●全国催事出店・商談会出席経費
●販路拡大流通体制構築事業委託料

【主な経費】
・・・・・・・285万円
・・・・・1,215万円

「対馬しいたけ」販路拡大流通体制構築事業

　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（長崎県対馬振興局林業課、
対馬農業協同組合、長崎県しいたけ振興対策協議会、株
式会社翔榮）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。

「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

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

●林業専用道雞知焼松線開設事業
●林道専用道賀谷塩浜線開設事業
●林道施業道小鹿小山線開設事業
●林道橋梁長寿命化事業

【主な経費】 ・・・・・3,279万円
・・・・・3,374万円
・・・・・1,850万円

・・・・・・・・・1,801万円

林道整備事業
1億304万円
基盤整備課

　林業作業の効率化のため、林道の開設・改良を行
います。
　また、通行車両の安全確保のため、林道の長寿命
化を図ります。

●設計監理委託料
●施設整備経費
●設備導入経費

【主な経費】 ・・・・・・・・・・・・・1,055万円
・・・・・・・・・・・2億8,235万円
・・・・・・・・・・・・・7,804万円

農林水産振興施設建設事業
3億7,094万円

水産課

　優れた対馬産品の島内外における流通促進と販路
拡大をすることで、生産者の所得向上と雇用創出を
図るため、基盤となる施設の整備を行います。
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●地域商社活動費補助金
【主な経費】

・・・・・・・・・・916万円

国境のしま地域商社プロジェクト
916万円
水産課

　対馬地域商社を中心とし対馬産品の販路拡大（福岡・関東圏内）
と新商品開発、鮮魚などの島内流通に向けた実証を行います。

●農業輸送コスト助成事業補助金【主な経費】 ・・・1,756万円 ●木材加工品輸送コスト助成事業補助金
●活魚・鮮魚輸送コスト助成事業補助金

・・・・9,600万円
・・・4億8,214万円

輸送コスト助成事業
5億9,570万円

農林・しいたけ課／水産課

　農林産物・牛・堆肥、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。

●測量設計委託料【主な経費】 ・・・・・・・・・・・・400万円 ●魚礁設置工事・・・・・・・・・・1億6,000万円

漁場整備事業
1億6,409万円

水産課

　磯焼けの拡大により沿岸漁業の漁獲量が減少しているため、魚礁設置により水棲生物の蝟集・保護培養をして、
漁場の回復を行います。

●離島漁業再生支援交付金【主な経費】 ・・・・・・2億9,413万円

離島漁業再生支援交付金事業
4億5,502万円

水産課

　漁業集落が行う漁場の生産力向上に関する取組や新規就業者に対する漁船リース、雇用機会の拡充を図る支援を
行います。

●海洋保護区設定推進協議会委員等報酬
●海洋保護区設定推進協議会委員等旅費
●海洋保護区設定調査研究委託料

【主な経費】
・・・60万円
・・・189万円

・・・・・1,160万円

海洋保護区設定推進事業
1,435万円

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。

●離島漁業再生支援交付金

●離島漁業新規就業者特別対策交付金　　漁船リース　継続11件・・・・4,145万円

●特定有人国境離島漁村支援交付金　　　継続6件　新規11件・・・・1億1,944万円

管　轄　別

世　帯　数

金額（万円）

厳　原

314

4,577

美津島

598

8,543

豊　玉

337

4,945

峰

215

2,996

上　県

271

3,754

上対馬

320

4,398

合　計

2,055

29,413

推進事務費

ー

200
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●漁業用燃油高騰対策事業補助金【主な経費】 ・・・・・3,499万円

漁業用燃油高騰対策事業
3,499万円

水産課

　収益性の高い操業体制を確立するため、生産性の向上や省エネのための機器等（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。

●対馬市商工業活性化推進事業補助金【主な経費】 ・・・1,000万円

●漁港施設機能強化事業
 ・五根緒漁港、佐護湊漁港
●漁港施設機能保全事業
　・瀬漁港、上槻漁港
●市単独整備事業
　・櫛漁港

・・・・・・・1億4,200万円

・・・・・・・・・・1億60万円

・・・・・・・・・・・・・・・1,600万円

商工業活性化推進事業
1,000万円
観光商工課

　市内観光関連産業における顧客満足度の向上に積極的に取り組む事業者や若い世代において事業承継に伴う事業
拡大や事業転換のために設備投資を行う事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することで交流人口の
拡大と地域産業の活性化により市内経済の好循環を図ります。

●対馬ヂカラ発掘推進事業委託料【主な経費】 ・・・・・1,873万円

つしまヂカラ発掘推進事業
1,971万円
観光商工課

　観光物産展を開催し対馬の知名度向上、食と観光の融合により対馬への誘致及
び特産品の販路拡大を図ります。

●水産生産基盤整備事業（特定）
　・尾﨑漁港、千尋藻漁港
●水産生産基盤整備事業（一般）
　・瀬漁港、高浜漁港
●農山漁村地域整備交付金事業
　・内院漁港、久和漁港
●漁村再生交付金事業
　・阿連漁港

【主な経費】 ・・・2億4,130万円

・・・1億4,070万円

・・・・・3億160万円

・・・・・・・・・6,030万円

漁港整備事業
10億250万円

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。

商工費

対馬観光物産展in福岡

●測量調査、設計委託料【主な経費】 ・・・・・・・・・・607万円

観光トイレ整備事業
607万円
観光商工課

　観光バス利用者等に対応したトイレ整備を行い、観光客の受入体制の充実強化を図ります。

会社を
引き継いだけど
将来を見越して
事業拡大したい バリアフリーに

したらお年寄りに
優しい店に
ならないかな？

補助対象事業　　①顧客満足度向上設備導入事業
　　　　　　　　②事業継承推進事業
補助率　1/2以内（上限額　①50万円　②100万円）


