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１ 防災都市の整備 
 

危機管理体制の強化 

【基本方針】 

市民の生命・財産を守り、安全で安心な生活をおくることができる地域づく

りのために、一人ひとりが災害に対する防災力を高め、市民と一体となった「自

助」「共助」「公助」のバランスのとれた防災体制の充実を図ります。 

【施策の体系】 

災害時の要支援者の支援体制整備

避難所の充実

防災計画等の見直し

原子力安全協定の締結

危機管理体制の強化

防災訓練の実施

自主防災組織との連携強化

防災研修会の開催

情報伝達手段の整備拡充

防災資機材等の整備

【計画】 

（１）情報伝達手段の整備拡充 

① デジタル式防災行政無線の整備 

既にデジタル式防災行政無線の運用を開始している上津、稗原、朝山、

乙立の出雲地域南部及び佐田地域、多伎地域、湖陵地域に引き続き、本市

全体を視野に入れた整備を進めます。 

  ② 多様な情報伝達手段の整備 

    現在、市では災害に関する情報を、防災行政無線をはじめ、市のホーム

ページやＳＮＳ、有線放送、ケーブルテレビ、コミュニティＦＭ、緊急速
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報メール、いずも防災メール等、様々な手段で市民に提供しています。 

今後は、老朽化が進む現有設備の更新を図るとともに、平成２７年度 

(2015)に運用を開始した「いずも防災メール」の更なる登録者数の拡大 

等により情報伝達の拡充、強化に努めます。 

（２）防災資機材等の整備 

防災拠点の整備として、自主防災組織の活動拠点である地区コミュニティ

センターへの非常用発電機の配備や特設公衆電話の設置、さらには情報伝達

手段の確保としてＩＰ無線機の配備に加え、今後も引き続き、計画的な各種

資機材の充実強化を図ります。 

（３）防災訓練の実施 

毎年９月１日の防災の日に合わせ、水害や土砂災害、地震、津波災害等に

おける防災関係機関の連携強化と市民の防災意識の高揚を図るため、防災訓

練を実施します。 

また、職員一人ひとりの災害対応力を高めるため、情報伝達訓練や避難所

運営訓練、広報訓練等を適宜実施します。 

さらに、原子力災害に備え、県や関係市と連携した原子力防災訓練を実施

するとともに、市民、職員を対象とした原子力災害や放射線等に関する学習

会を開催します。 

（４）自主防災組織との連携強化 

防災訓練や学習会等を通じて、災害時に無くてはならない重要な自主防災

組織（地区災害対策本部）との連携強化を図ります。 

（５）防災研修会の開催 

市民の防災意識の高揚を図るため、コミュニティセンターや自治会単位等

において実施される、防災に関する各種研修会、学習会を積極的に支援しま

す。 

（６）原子力安全協定の締結 

市民の安全確保を図るため、現在、中国電力と締結している「島根原子力

発電所に係る出雲市民、安来市民及び雲南市民の安全確保等に関する協定」

について、原子力発電所の立地自治体と同様な「計画等に関する事前の了解」

等を含んだ「原子力安全協定」の締結を目指します。 

（７）防災計画等の見直し 

安全で安心して暮らせる災害に強いまちづくりを進めるため、様々な災

害・事故等に対応できるよう、出雲市危機管理指針をはじめ、緊急事態等対

処計画（新型インフルエンザ等対策行動計画を含む）、地域防災計画（原子力
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災害対策編を含む）、津波避難計画、水防計画、国民保護計画が現実に即した

計画となるよう適宜見直しを行います。 

また、大規模災害に備え、国の防災基本計画及び出雲市危機管理指針に基

づき、市における業務継続計画を策定します。 

（８）災害時の要支援者の支援体制整備 

災害対策基本法に基づき、災害時に避難支援が必要な方の名簿（避難行動 

要支援者名簿）を作成し、各地区災害対策本部などの避難支援等関係者へ提供

しています。 

支援体制をより実効性のあるものとするため、今後、各地区災害対策本部等

の協力のもと、個別計画（要支援者ごとの避難支援計画）の作成を進めます。 

（９）避難所の充実 

災害対策基本法に基づき国が策定した「避難所における良好な生活環境の 

確保に向けた取組指針」等を参考に、避難者がより安全で安心できる避難所 

の確保に向け、計画的な整備を進めます。 

【数値目標】 

○防災訓練の実施 

   

   

  ※地区主催含む 

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

４２回 

 

６０回 

   

○防災研修会の開催 

 

 

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

３０回 

 

５０回 

 

 

防災訓練の実施回数（年間） 

防災研修会の開催回数（年間） 
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【主要事業】 

事業名 

（担当部局／事業主体） 

事業計画（年度） 
事業の概要 

Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 

出雲市防災訓練事業 

（総務部） 

推進 推進 推進 推進 推進 防災関係機関の連携強化と市

民の防災意識の高揚を図るた

めの防災訓練の実施 

要支援者の支援体制整備

事業(総務部･健康福祉部) 

推進 推進 推進 推進 推進 避難行動要支援者名簿の提

供、個別計画の作成の推進 

 

消防・救急体制の充実・強化 

【基本方針】 
消防力の充実・強化を図るとともに、市民の防火・防災意識の向上と自主防

災組織の育成に努め、被害を最小限にとどめる消防体制の構築を推進します。 

また、大規模災害や特殊災害に迅速かつ的確に対応できるよう、消防関係機

関との連携強化を図ります。 

救急体制については、救命率向上のため、救急救命士の処置拡大や応急手当

の市民への普及など救急救命処置の高度化に取り組み、一層の体制強化に努め

ます。 

さらに、近年、複雑・大規模化する救助事象に対応し、より充実した災害救

助活動を展開するため、高度救助隊を配置することで消防救助の更なる高度化

を目指します。 

【施策の体系】 

外国人への緊急時対応の強化

消防・救急体制の充実・強化

救急体制の充実・強化

消防団活動の充実・強化

消防水利の整備

予防行政の推進

消防力の充実・強化

救助体制の充実・強化
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【計画】 

（１）予防行政の推進 

予防行政の充実を図るため「予防査察の強化」を念頭に、防火対象物や

危険物施設への安全指導の徹底や安全対策の強化を図るとともに、各事業

所における自主防災意識を醸成します。 

一般家庭については、引き続き、住宅用火災警報器設置率の向上を目指

し、未設置世帯に対して設置促進を図るとともに、住宅防火の観点から防

炎製品の使用促進など火災予防対策を推進します。 

（２）消防力の充実・強化 

災害発生時に地域の防災拠点としての機能を十分に発揮するとともに、

各種災害に適切に対応できるよう消防施設、車両及び資機材の整備を計画

的かつ継続的に進めます。 

また、職員の資質向上に努め、組織力の強化を図り、大規模災害等多様

な災害に対処するため緊急消防援助隊など消防活動体制の強化に努めます。 

（３）救急体制の充実・強化 

救急救命士等が行う処置の高度化や隊員資質の向上に努め、高規格救急

自動車をはじめとする資機材の整備に努めるとともに、医療機関との連携

強化を図ります。 

また、市民への応急手当普及啓発活動や自動体外式除細動器（ＡＥＤ）

などの設置を促進し、救命率の向上に努めます。 

（４）救助体制の充実・強化 

高度救助隊を配置し、高度な知識と技術を有する救助隊員の計画的な養 

成と救助工作車の整備、資機材の充実強化を図ることで、より質の高い救助

サービスを提供します。 

（５）消防団活動の充実・強化 

消防団組織の活性化を図るとともに、地域実情に即した消防団員の確保

に努め、火災や災害に迅速かつ的確に対応できる地域に密着した消防団活

動を推進します。 

また、消防団施設等の整備を計画的に推進するとともに、車両、ポンプ

等の整備を行い、消防団の機動力の維持強化を図ります。 

（６）消防水利の整備 

消防水利の不足する地域に、防火水槽（耐震性貯水槽）や消火栓の設置

を年次的に進めます。 
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（７）外国人への緊急時対応の強化 

   外国人住民などの言語的要支援者に対して、火災発生時や救急要請時に

多言語コールセンターサービスを提供することにより、災害発生時等の対

応強化を図ります。 

【数値目標】 

○消防力の充実・強化 

 

 

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

７台 

 

６台 

○救急体制の充実・強化 

   

    

  ※平成１８年度からの累計 

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

２３，４９９人 

 

３５，０００人 

 

○消防団活動の充実・強化 

   

   

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

９０式 

 

５７０式 

 

   

   

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

１，７５５人 

 

１，８４４人 

配備から１５年以上経過した消防車両台数 

救命講習修了者数（累計） 

消防団装備（防火衣等）の配備数（累計） 

消防団員の確保 



第２章 安全・安心都市の創造 

- 10 - 

 

 

  

 

   ①コミュニティ消防センター整備数 

   ②小型ポンプ格納庫整備数 

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

①２棟 

②３棟 

①５棟 

②６棟 

【主要事業】 

事業名 

（担当部局/事業主体） 

事業計画（年度） 
事業の概要 

Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 

消防施設整備事業 

（消防本部） 

継続 継続 継続 継続 継続 消防車両等の整備 

消防庁舎等整備事業 

（消防本部） 

着手 継続 継続 完了  大社消防署の整備 

非常備消防施設等整備事 

業（消防本部） 

継続 継続 継続 継続 継続 消防団車両・小型ポンプの整

備 

非常備消防施設等整備事

業（消防本部） 

継続 継続 継続 継続 継続 コミュニティ消防センターの

整備 

消防水利の整備事業 

（消防本部） 

継続 継続 継続 継続 継続 耐震性貯水槽等の整備 

多言語コールセンター事

業（消防本部） 

継続 継続 継続 継続 継続 外国人住民への緊急時対応 

 

治水・治山事業の促進 

【基本方針】 

自然災害から市民の生命・財産を守る治水・治山事業を促進し、災害発生防

止に努めるとともに、安全で快適な住環境の整備に努めます。 

 

 

消防団施設の整備数（累計） 
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【施策の体系】 

治水・治山事業の促進

普通河川の整備

砂防関係事業の促進

治山事業の促進

斐伊川神戸川治水事業の促進

中小河川の整備

【計画】 

（１）斐伊川神戸川治水事業の促進 

完成した上流の尾原ダム・志津見ダム、中流の斐伊川放水路の適正管理及

び下流の大橋川改修等の促進を国、県に働きかけることにより、洪水の発生

しにくい安全な地域づくりに努めるとともに、引き続き斐伊川放水路事業関

連周辺地域整備事業を実施します。 

また、斐伊川本川の堤防や宍道湖湖岸提の改修について国に働きかけます。 

（２）中小河川の整備 

新内藤川、赤川、塩冶赤川、午頭川、十間川、平田船川、湯谷川、五右衛

門川、高瀬川等の治水安全度が低い河川について、河川改修の促進を県に働き

かけます。 

（３）普通河川の整備 

① 河川浄化対策 

土砂の撤去や藻刈等を実施し、通水能力の向上に努めます。 

② 市街地水害解消対策 

浸水被害が深刻な地区において、発生原因の把握及び対策工法の検討・

施工を行い、浸水被害の軽減に努めます。 

（４）砂防関係事業の促進 

土砂災害防止のため、急傾斜地崩壊対策事業・地すべり対策事業・砂防事

業の促進を県に働きかけます。 

（５）治山事業の促進 

山間部における土砂の流出・崩壊・落石・地すべり等の防止や防風・防砂

を行うため、地すべり防止・総合治山・林地荒廃防止・海岸防災林・保安林

改良事業等の促進を県に働きかけます。 
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【主要事業】 

事業名 

（事業主体） 

事業計画（年度） 

事業の概要 

Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 

斐伊川神戸川治水事業 

（国） 

継続 継続 継続 継続 継続 大橋川改修等 

斐伊川本川堤防の改修 

宍道湖湖岸堤の改修 

斐伊川放水路事業関連周

辺地域整備事業 

（都市建設部） 

継続 継続 継続 完了  道路整備、生活環境施設（高

松８号線、ジョギングコース

など） 

グリーンステップ（C 谷）利

活用策の検討 

斐伊川水系新内藤川流域

河川整備事業 

（県） 

継続 継続 継続 継続 継続 「新内藤川流域河川改修計

画」10年計画 

新内藤川工区：3.6km 

赤川工区：2.7km 

塩冶赤川工区：0.7km 

午頭川工区：1.4km 

十間川水系河川整備事業 

（県） 

継続 継続 継続 継続 継続 工事施行：7.35km 

 十間川工区：2.75km 

 差海川工区：1.8km 

 神西湖工区：2.8km 

斐伊川水系平田船川河川

整備事業 

（県） 

継続 継続 継続 継続 継続 工事施行：12.01km 

平田船川工区：6.9km 

湯谷川工区：5.11km 

斐伊川水系五右衛門川河

川整備事業 

（県） 

継続 継続 継続 継続 継続 工事施行：11.87km 

五右衛門川工区：9.42km 

（うち新川：3kmを含む） 

高瀬川工区：2.45km 
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地域生活の安全対策(防犯･交通安全、消費者相談) 

【基本方針】 

防犯対策を目的として活動する青色パトロール隊などボランティア団体を出

雲地区防犯協会を通じて支援するほか、警察等の関係機関・各種団体と連携し、

治安対策の強化により、市民の安全確保に努めます。夜間における安全を確保

するため、小中学校の通学路に防犯灯を設置するほか、町内会等が設置する防

犯灯設置経費を助成します。 

さらに、学校、地域での交通安全意識の啓発に努め、特に子どもと高齢者へ

のきめ細かな交通安全教育を行い、交通事故の防止に努めます。 

高齢者については、運転免許の自主返納に対する支援や関係機関と連携した

各種交通安全活動を行い、高齢者が関わる交通事故の減少を図ります。 

また、市民が安全で安心して消費生活を送ることができるよう情報収集に努

め、消費生活に関する相談や啓発活動を行います。 

【施策の体系】 

地域生活の安全対策（防犯・交通安
全、消費者相談）

消費生活と暮らしの安全確保

放置自転車、違法駐車等の防止

交通安全意識の啓発

交通安全に対する関係機関及び民間
団体との連携

道路交通環境の整備

防犯に対する関係機関及び民間団体
との連携

防犯灯の設置及び補助

【計画】 

（１）防犯に対する関係機関及び民間団体との連携 

犯罪のないまちづくりと市民の安全を確保するために、出雲警察署や出雲

地区防犯協会との連携及び市内各地区で活動する防犯ボランティア団体へ

の支援を行います。 

（２）防犯灯の設置及び補助 

児童生徒の夜間の安全を確保するため、小中学校の通学路で照明設備が必
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要な箇所に防犯灯を設置します。 

また、町内会等が設置する防犯灯の設置経費を助成し、防犯灯の整備充実

を図ります。 

（３）交通安全意識の啓発 

各地区に配置した出雲市交通指導員による街頭指導活動、安全教育活動等

を通じ、子どもから高齢者まで幅広く交通安全意識の高揚を図り、特に子ど

もと高齢者の交通事故防止や自転車のマナーアップを推進します。 

また、高齢者については、運転免許の自主返納に対する支援を行うととも

に、関係機関と連携した夜光反射材の着用推進や交通安全講習の開催などに

より、高齢者が関わる交通事故の減少を図ります。 

（４）交通安全に対する関係機関及び民間団体との連携 

出雲警察署などの関係機関及び出雲市交通安全対策協議会などの団体と

連携し、各種交通安全活動を推進します。 

また、各地区交通安全対策協議会などが行う交通安全事業への支援を行い、

自主的な活動を促進します。 

（５）道路交通環境の整備 

カーブミラーやガードレール等の交通安全施設を設置するとともに、交通

の現状に即した信号機・横断歩道等による交通規制を関係機関に要望し、交

通事故の防止に努めます。 

（６）放置自転車、違法駐車等の防止 

出雲警察署などの関係機関と協力し、放置自転車の撤去や啓発活動を行い、

自転車の放置防止に努めます。必要に応じて、自転車放置禁止区域の見直し

を行うことにより、都市環境の変化に対応した対策を講じます。 

また、交通事故や道路渋滞の原因となる違法駐車の防止に努めます。 

（７）消費生活と暮らしの安全確保 

県などの関係機関と連携をとりながら、消費生活についての情報収集を図

り、気軽に利用できる消費者相談窓口業務の充実に努めます。 

また、消費者団体の育成・支援に努めるとともに、広報、インターネット

などのメディアを活用した情報提供や、出前講座等の啓発活動を推進します。 
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【数値目標】 

○防犯灯の設置及び補助 

 

 

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

２，１６８灯 

 

２，２６０灯 

 

○交通安全意識の啓発、交通安全に対する関係機関及び民間団体との連携 

 

 

目標設定時現状値 

(平成２７年末) 

 

 

目標値 

(平成３３年末) 

 

３８９件 

 

２５０件以下 

 

○放置自転車、違法駐車等の防止 

 

 

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

１４７台 

 

１００台 

 

○消費生活と暮らしの安全確保 

 

 

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

１，０９４人 

 

１，４００人 

  

 

市設置防犯灯の灯数（累計） 

交通事故件数（年間） 

放置自転車撤去台数（年間） 

消費者問題出前講座参加人数（累計） 
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【主要事業】 

事業名 

（担当部局／事業主体） 

事業計画（年度） 
事業の概要 

Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 

防犯に対する関係機関及

び民間団体との連携 

（総務部） 

推進 推進 推進 推進 推進 出雲地区防犯協会との連携、

ＪＲ各駅周辺治安対策 

防犯灯の設置及び補助 

（総合政策部） 

推進 推進 推進 推進 推進 通学路防犯灯の設置・維持、

町内会等設置防犯灯の補助 

交通安全意識の啓発 

（総合政策部） 

継続 継続 継続 継続 継続 交通指導員による街頭活動及

び交通安全教育の実施 

高齢者の交通事故防止対

策事業（総合政策部） 

推進 推進 

検証 

推進 推進 推進 運転免許自主返納者への支

援、夜光反射材の着用推進 

交通安全に対する関係機

関及び民間団体との連携 

（総合政策部） 

継続 継続 継続 継続 継続 出雲警察署、出雲市交通安全

対策協議会等との連携 

 

道路交通環境の整備 

（都市建設部） 

継続 継続 継続 継続 継続 カーブミラー等交通安全施設

の整備 

放置自転車、違法駐車等の

防止（総合政策部） 

継続 継続 継続 継続 継続 放置自転車の撤去・啓発、違

法駐車防止 

消費者相談事業 

（総務部） 

推進 推進 推進 推進 推進 消費者問題の相談業務、啓発

活動の実施 

消費者団体育成事業 

（総務部） 

推進 推進 推進 推進 推進 消費者団体の育成・支援 
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２ 地域内交通対策 
 

バス交通の充実 

【基本方針】 

市民にもっとも身近な公共交通機関である路線バスは、少子高齢化や道路網

整備によるモータリゼーションの進展等により、利用者の減少が続き、厳しい

運営を迫られています。 

しかし、路線バスは交通手段を持たない高齢者や児童生徒などにとっては重

要な交通手段です。地域における生活交通として、今後も利用促進を図りなが

ら運行を維持するとともに、市としての公平性、また利便性向上の観点から地

域の声を十分に反映し、より良いバス交通システムの構築に努めます。 

【施策の体系】 

バス交通の充実 バス交通システムの構築

生活路線バスの維持確保

【計画】 

（１）バス交通システムの構築 

バス交通については、高齢者や児童生徒をはじめとする市民の通院、通学、

買い物などの利便を確保するため、利用動向を注視しつつ、市と地域で組織

された運行協議会が一緒になって協議し、デマンドバスやデマンドタクシー

への転換など多くの方に利用していただけるより良いシステムの構築に努

めます。 

（２）生活路線バスの維持確保 

市内を運行する生活路線バスは、バス事業者が自主運行するもの、市が運

行委託するもの、市が所有する自家用車を使用して有償運行するものなど

様々な形で運行しています。この中には、予約があった便だけ運行するもの

やスクールバスに一般の方が同乗できるものもあります。また、利用者を高

齢者、障がい者等に限定した福祉バスなども運行しています。 

このような様々な形態で運行されている生活路線バスについては、交通弱

者である高齢者や通学者等の交通手段を確保するため、住民ニーズに対応し

たダイヤ編成、路線網とし、多くの方に利用していただけるよう利用促進を
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進め、運行の維持確保に努めます。 

【数値目標】 

 ○生活路線バスの維持確保 

   

    

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

６７．１万人 

 

６８万人 

【主要事業】 

 

一畑電車への支援 

【基本方針】 

一畑電車は、貴重な生活路線であるとともに、本市と松江市を宍道湖北岸で

つなぐ観光振興の要となる重要な公共交通機関であることから、事業者の更な

る経営努力と国・県・沿線市の適切な支援により、路線の維持・充実に努めま

す。 

【施策の体系】 

一畑電車への支援 施設整備と利用促進

 

 

 

生活路線バスの利用者数（年間） 

事業名 

（担当部局／事業主体） 

事業計画（年度） 
事業の概要 

Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 

バス交通システムの構築

事業 

（総合政策部） 

推進 推進 推進 推進 推進 バス交通システム構築の推

進 

生活バス等運行事業 

（総合政策部） 

継続 継続 継続 継続 継続 生活路線バスの維持確保、利

用促進 
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【計画】 

（１）施設整備と利用促進 

一畑電車は、年間約１４０万人の利用があり、沿線地域住民の日常生活に

欠くことのできない役割を担っています。 

そこで、最優先すべき電車の安全性を確保するため、一畑電車沿線地域対

策協議会の支援計画に基づき、事業者が行う車両の更新や老朽施設の改良、

安全性向上に資する修繕等を引き続き支援します。 

また、事業者、沿線自治体及び地域住民が一体となって、積極的な啓発宣

伝などを進め、利用促進に努めます。 

【数値目標】 

 ○施設整備と利用促進 

   

    

 

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

１３９．７万人 

 

１４０万人 

【主要事業】 

 

一畑電車の利用者数（年間） 

事業名 

（担当部局／事業主体） 

事業内容（年度） 
事業の概要 

Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 

一畑電車支援事業 

（総合政策部） 

推進 推進 推進 推進 推進 一畑電車の施設整備、利用促

進に対する支援 
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３ ゆとりと潤いのある居住空間の整備 
 

公園・緑地の整備 

【基本方針】 

公園・緑地は、ゆとりと潤いのある居住空間の形成、自然との共生の場、市

民の憩いの場として役立つほか、災害時における避難場所や救援活動拠点、緩

衝地帯としての役割など多くの機能を持っています。 

本市には、県立浜山公園をはじめ、市が設置した都市公園や普通公園など数

多くの公園・緑地があり、その整備もほぼ完了しています。今後は、安全で安

心して利用できる施設として、また、公園・緑地の持つ多くの機能を十分に発

揮できるよう適切な維持管理、老朽化した施設の再整備、修繕に努めます。 

【施策の体系】 

公園・緑地の整備 都市公園等の整備促進

緑地の保全

【計画】 

（１）都市公園等の整備促進 

県立浜山公園の野球場をはじめとする機能充実を県へ働きかけるととも

に、街区公園等の老朽化した施設を公園リフレッシュ整備事業により改

修・更新し、安全で安心して利用できる施設として再整備を行います。 

（２）緑地の保全 

公園の樹木や街路樹の適正な管理を行い、市民の憩いの場、緑地の保全

に努めます。 

【主要事業】 

事業名 

(担当部局/事業主体) 

事業計画(年度) 
事業の概要 

Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 

県立浜山公園整備の

促進(県) 

継続 継続 継続 継続 継続 野球場・周辺施設等の整

備（A=91.5ha） 
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事業名 

(担当部局/事業主体) 

事業計画(年度) 
事業の概要 

Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 

公園リフレッシュ整

備事業(都市建設部) 

継続 継続 継続 継続 継続 公園遊具、施設の改修 

施設のバリアフリー化 

 

まちづくり景観の整備 

【基本方針】 

「豊かな自然景観を守り、育てる」「歴史と文化の息づく景観を伝える」「快

適で魅力的な景観を創造する」の３つを基本目標に掲げ、市・市民・事業者等

の連携と協力により、出雲らしい魅力あるまちづくりを推進します。 

【施策の体系】 

まちづくり景観の整備

自然・歴史的景観の保全と活用

屋外広告物行政の推進

出雲市景観計画に基づくまちづくり整
備の推進

出雲市景観条例に基づく良好な景観形
成の推進

【計画】 

（１）出雲市景観計画に基づくまちづくり整備の推進 

「出雲市景観計画｣に掲げる景観整備の基本目標・基本方針に基づき、地

域の景観要素を生かしながら、道路、公園や建築物など都市施設の景観整備

を推進します。 

特に、街なみ環境整備事業等により、質の高い街なみと住みよい環境を創

出し、ゆとりと潤いのあるまちづくりを目指します。 

（２）出雲市景観条例に基づく良好な景観形成の推進 

出雲市景観条例に規定する届出・通知制度に基づき、景観形成上影響が大

きい大規模な建築物・工作物の建設などに対し、ゆるやかな規制・誘導を図

り、市民・事業者の協力を得ながら、良好な景観を形成していきます。 

（３）自然・歴史的景観の保全と活用 

出雲地域独自の景観資源である築地松について、県とともに組織する築地
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松景観保全対策推進協議会の活動を通してＰＲ、保全に努めます。 

（４）屋外広告物行政の推進 

適切な許可事務の実施や、違反広告物の調査・指導・撤去を推進し、良好

な街なみ景観の形成に取り組みます。 

【主要事業】 

事業名 

（担当部局／事業主体） 

事業計画（年度） 
事業の概要 

Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 

出雲市景観計画に基づく

まちづくり整備の推進 

（都市建設部） 

推進 推進 

 

推進 推進 推進 景観計画に掲げる景観整備の

基本目標・基本方針に基づき、

道路、公園や建築物など都市施

設の景観整備を推進 

建物修景助成事業 

（都市建設部） 

継続 継続 継続 完了  街なみ環境整備事業地域内に

おける建築物に対する修景助

成 

景観条例の届出・通知制度

に基づく景観形成の推進 

（都市建設部） 

推進 推進 推進 推進 推進 大規模な建築物等の建築等に

際し、景観計画の景観形成基準

に基づき、良好な景観へ誘導 

築地松景観保全対策の推

進（都市建設部） 

推進 推進 推進 推進 推進 築地松景観保全対策推進協議

会を通して築地松のＰＲ・保全 

屋外広告物行政の推進 

（都市建設部） 

推進 推進 推進 推進 推進 屋外広告物の適切な許可事務

等の実施 

 

 

住宅政策の推進 

【基本方針】 

自然や歴史など地域の特性を生かした魅力ある住まいづくりを目指し、住環

境の向上に努めます。 

中でも市営住宅については、「公営住宅等長寿命化計画」に基づき大規模修繕、

建替事業を計画的に実施し、市民が安心して暮らせる住宅の提供を図ります。 

また、組合等により実施される土地区画整理事業に対する助成、細街路拡幅

整備事業の実施により、住環境の向上を図ります。 
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【施策の体系】 

住宅政策の推進 市営住宅整備事業

住環境の整備及び支援事業

【計画】 

（１）市営住宅整備事業 

｢公営住宅等長寿命化計画｣に基づき、公営住宅等の既存ストックの長寿命

化と有効活用を図るとともに、計画的な大規模修繕・建替事業を実施し、居

宅水準の向上、市民ニーズや地域特性に応じた市営住宅の整備を図ります。 

（２）住環境の整備及び支援事業 

健全な市街地の形成を図るため、土地区画整理助成事業により、組合等に

対し助成するとともに、用途地域内における建築物の新築、増改築等に際し、

道路後退用地を市に寄付していただいた場合、細街路拡幅整備事業を実施し、

住環境の向上を支援します。 

【主要事業】 

事業名 

（担当部局／事業主体） 

事業計画（年度） 
事業の概要 

Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 

市営住宅リフレッシュ事

業（都市建設部） 

推進 推進 推進 推進 推進 市営住宅の長寿命化を図る計

画的改善・修繕工事 

市営住宅解体事業 

（都市建設部） 

完了     老朽化した市営住宅の解体除

去 

土地区画整理助成事業 

（都市建設部） 

継続 継続 継続 継続 継続 組合等への技術的援助、経費

助成（事務費、工事費） 

細街路拡幅整備事業 

（都市建設部） 

継続 継続 継続 継続 継続 支障物件移転経費の助成、土

地の分筆登記及び拡幅部分の

道路整備 

 

上水道の安定給水 

【基本方針】 

水道事業には、良質でおいしい水の供給、いつでも使える水の安定的な供給、

維持管理水準の向上や環境への配慮などが求められています。 

本市水道事業については、給水人口や給水量、料金収入の減少が懸念される
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一方、水道施設の更新や耐震化対策などに多くの投資が必要な状況です。 

そのため、新たな「水道事業ビジョン」を策定し、あわせて耐震化基本計画

の策定やアセットマネジメント、管路更新計画、水道事業基本計画・実施計画

の見直しを行い、これらの計画に基づいた水道施設の更新を引き続き進めてい

きます。 

また、中長期的な経営の基本計画である「経営戦略」を策定し、引き続き支

出の削減に努めるとともに、適正な水道料金による収入の確保や収納率向上に

努め、収支均衡のとれた円滑な事業運営と経営の健全化を目指します。 

【施策の体系】 

上水道の安定給水 上水道の安全・安定給水

【計画】 

（１）上水道の安全・安定給水 

① 良質でおいしい水の供給 

県水道用水供給事業からの受水、直結給水の促進等により、安全・安心

な水の供給に努めます。 

② いつでも使える水の供給 

水道施設の更新や耐震化対策、老朽施設（管路・構築物）の更新、幹線

管路の二条化（施設間を二本の管で繋ぐこと）、中央制御・監視の充実等

により水の安定供給を図ります。 

③ 維持管理水準の向上 

適正水圧の確保、配水管の再整備、マッピングシステムの活用等を行い、

維持管理水準の向上に努めます。 

④ 環境への配慮 

小規模ポンプ所等の統廃合や省エネルギー型設備の導入等により、使用

電力の低減を図り、環境に配慮した水道システムの構築に取り組みます。 

【数値目標】 

○上水道の安全・安定給水 

 

 

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

８．５％ 

 

１３．５％ 

管路の耐震化率（耐震管延長/管路総延長×１００） 
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【主要事業】 

事業名 

（担当部局／事業主体） 

事業計画（年度） 
事業の概要 

Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 

老朽管路、老朽構造物更

新事業（上下水道局） 

継続 継続 継続 継続 継続 管路更新計画（H28～H37） 

耐震化含む 

向山配水池等再構築事業

（上下水道局） 

継続 完了 
   

配水池築造、送配水施設の更

新 

幹線管路整備事業 

（上下水道局） 

継続 継続 継続 継続 継続 幹線管路の二条化 

 

下水道の整備 

【基本方針】 

「出雲市汚水処理施設整備計画（概成計画）｣に基づき、汚水処理の未普及解

消に向け、公共下水道事業及び合併処理浄化槽の整備により、効率的かつ計画

的な取組を推進します。 

【施策の体系】 

下水道の整備

個人設置型浄化槽の普及促進

下水道長寿命化計画に基づく整備

公共下水道の整備

市設置型浄化槽の整備

【計画】 

（１）公共下水道の整備 

事業認可区域内において、計画的に整備を進めます。 

（２）市設置型浄化槽の整備 

市設置型浄化槽の整備は、平成２９年度(2017)まで実施します。 

平成３０年度(2018)からは、個人設置型浄化槽による普及へ移行します。 

（３）個人設置型浄化槽の普及促進 

概成計画において、集合処理を縮小した区域及び公共下水道区域の事業認
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可区域外を対象に、個人で設置される合併処理浄化槽について補助金を交付

し、普及を図ります。 

なお、平成３０年度(2018)からは、公共下水道の事業認可区域を除く全て

の区域を対象とします。 

（４）下水道長寿命化計画に基づく整備 

下水道処理施設及び管路等の施設長寿命化を図るため、計画的に整備を進

めます。また、今後、下水道ストックマネジメント計画を策定し、それに基

づき整備を進めます。 

【数値目標】 

○下水道の整備 

 

 

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

８５．４％ 

 

８９．５％ 

 

【主要事業】 

事業名 

（担当部局／事業主体） 

事業計画（年度） 
事業の概要 

Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 

公共下水道事業 

（上下水道局） 

継続 継続 継続 継続 継続 汚水管渠の布設 

 

市設置型浄化槽整備事業 

（上下水道局） 

終了 

 

    浄化槽の設置 

個人設置型浄化槽事業 

（上下水道局） 

継続 継続 継続 継続 継続 浄化槽の設置補助 

下水道長寿命化事業 

（上下水道局） 

継続 継続 計画

策定 

着手 継続 下水道長寿命化計画に基づく

整備 

下水道ストックマネジメント

計画策定とそれに基づく整備 

 

 

 

汚水処理人口普及率 
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バリアフリーの促進 

【基本方針】 

「出雲市福祉のまちづくり条例」に基づき、建築物、道路、公園などの整備

においてはバリアフリー化を促進し、障がい者や高齢者が安心して外出できる

まちづくりを推進します。 

また、誰もが社会活動に参加しやすい社会づくりのために、教育機関や企業、

市民への情報提供を図り、心のバリアフリー化を促進します。 

【施策の体系】 

バリアフリーの促進 バリアフリーの推進

【計画】 

（１）バリアフリーの推進 

施設のバリアフリー化の促進を啓発するとともに、スロープ・障がい者用

トイレ・障がい者用駐車場の有無等、公共施設や福祉施設等のバリアフリー

化に関する整備基準を市のホームページ等で紹介し、障がい者や高齢者が安

心して外出し、誰もが社会活動に参加しやすいまちづくりを推進します。 

【主要事業】 

事業名 

（担当部局／事業主体） 

事業計画（年度） 
事業の概要 

Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 

バリアフリー推進事業 

（健康福祉部） 

継続 継続 継続 継続 継続 広報紙やホームページ等によ

るバリアフリーの啓発や情報

提供 

 

その他生活環境整備 

【基本方針】 

適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活

環境に深刻な影響を及ぼしていることから、「出雲市空家等対策計画」に基づき、

発生抑制や利活用などを含め、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進

していきます。 
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また、古志地区上新宮の採石場跡地について、地域の発展につながるような

利活用策の検討を行います。 

地籍調査事業については、国・関係団体等の各種事業を積極的に活用し、一

層の地域連携を図りながら、事業を着実に推進します。 

また、下水路については、年次的に改良整備を実施し、快適な生活環境づく

りに努めます。 

【施策の体系】 

地籍調査事業の推進

その他生活環境整備

生活環境下水路の整備

空家等対策の推進

古志採石跡地利活用事業の推進

【計画】 

（１）空家等対策の推進 

空家等は、適切な管理を怠り老朽化が進むほど問題解決が困難となること

から、出雲市空家等対策計画に基づき「発生抑制」「適正管理の促進」「活用」

「除却」に分類し、各段階に応じた取組を行います。 

特に管理不全状態の空家等で、市として関与すべき事案と判断された「特

定空家等」については、国の「空家等対策の推進に関する特別措置法」等に

基づき、適切に対応していきます。 

また、これら空家等対策については「出雲市空家等対策協議会」との協議

を踏まえ実施します。 

（２）古志採石跡地利活用事業の推進 

古志採石跡地については、その一部が新エネルギーセンター建設用地とし

て計画されていますが、その他の跡地についても利活用について検討します。 

（３）地籍調査事業の推進 

地域との密接な連携のもと、国や県等の各種事業を活用し、次の地域につ

いて事業を進めます。 

・出雲地域  出雲地域の北部 南部 

・平田地域  平田地域の北部 西部 

・佐田地域  佐田地域の中部 

・大社地域  大社地域の北部 
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※斐川地域については、現在休止中であり、平成３２年度(2020)以降に計

画を策定する予定です。 

また、次の関係団体等事業の積極的な活用を図ります。 

・国の山村境界基本調査 

・県など、関係団体事業 

（４）生活環境下水路の整備 

重要な生活基盤である下水路について、年次的に改良整備を実施すること

により、整備水準の均衡を図り、快適な生活環境づくりに努めます。   

【数値目標】 

○地籍調査事業の推進 

 

 

※調査対象面積は５８３k㎡ 

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

５０％ 

 

５３％ 

【主要事業】 

事業名 

（担当部局／事業主体） 

事業計画（年度） 
事業の概要 

Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 

古志採石跡地利活用事業

（財政部） 

検討 検討 検討 推進 推進 現地調査 

委員会の設置 

関係事業、防災対策、管

理手法の検討 

地籍調査事業 

（都市建設部） 

継続 継続 継続 継続 継続 一筆ごとの土地所有

者・地番・地目を調査し、

境界の位置・面積を測量

する調査事業 

生活環境下水路の整備 

（都市建設部） 

継続 継続 継続 継続 継続 年次的な改良整備の実

施 

地籍調査事業進捗指数 
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４ 情報を共有できる高度情報通信社会の実現 
 

地域情報化の推進 

【基本方針】 

高度情報通信社会が成熟しつつある中、市民がその恩恵を等しく享受できる

よう、地域における情報通信基盤の整備を促進します。 

【施策の体系】 

地域情報化の推進 情報通信基盤の整備促進

【計画】 

（１）情報通信基盤の整備促進 

通信事業者に働きかけ、携帯電話の通話品質向上に努めます。 

【主要事業】 

事業名 

（担当部局／事業主体） 

事業計画（年度） 
事業の概要 

Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 

携帯電話の通話品質向上

（総合政策部） 

推進 推進 推進 推進 推進 通話品質向上のための通信事

業者への要望 

 

電子市役所の構築 

【基本方針】 

多様化する市民ニーズと複雑化・高度化する行政運営に対応するため、イン

ターネット等の情報通信技術や地域経済分析システム（リーサス）などを活用

し、便利で利用しやすい行政サービスと迅速で効率的な事務処理を実現します。 

【施策の体系】 

電子市役所の構築
行政サービスの向上・行政事務の効
率化
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【計画】 

（１）行政サービスの向上・行政事務の効率化 

① インターネットの活用による市民サービスの向上 

市民が必要とする行政情報を提供するためにホームページを充実させ

るとともに、数多くの行政サービスが２４時間３６５日提供できるように

整備し、全ての市民が利便性及びサービス向上を実感できるように努めま

す。 

② マイナンバー制度導入に伴う住民情報システムの活用による住民窓口

サービスの向上 

マイナンバー制度導入に伴い、住民情報システムを活用して、窓口での

手続きの簡素化を図るとともに、コンビニエンスストアでの住民票等の交

付サービスなど利便性の向上を図ります。 

③ 行政手続のオンライン化 

市民が各種の申請・手続をいつでもどこでも行えるとともに、国・県な

どの情報システムとの相互連携により、市民の利便性・行政事務の効率化

を重視した電子申請サービス等の充実を図ります。 

④ 統合型地理情報システム（ＧＩＳ）の拡充 

一元的に整備された共通基本図データを用い、各部署の持つ地図情報を

電子化していくことで、情報の共有化や行政事務の効率化を図ります。 

また、整備された地図データを用いて、環境、防災、福祉等様々な行政

情報を市民に視覚的にわかりやすく提供します。 

⑤ 情報セキュリティ対策の強化 

情報漏洩や不正アクセスなど情報資産に対する脅威に対応するため、全

職員に対し情報セキュリティポリシーの遵守を徹底します。 

また、市が保有する情報を適切に管理するため、職員研修やセキュリティ

に関する点検を継続的に行い、外部からの不正アクセスや大規模災害等の

セキュリティ侵害への備えを行うことにより、情報セキュリティ対策の更

なる強化を図ります。 
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【数値目標】 

○行政サービスの向上・行政事務の効率化 

 

 

  ※しまね電子申請サービスによる申請・受付等サービスの利用件数 

     

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

８，０５８件 

 

９，０００件 

【主要事業】 

事業名 

（担当部局／事業主体） 

事業計画（年度） 
事業の概要 

Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 

コンビニ交付サービス事

業（健康福祉部） 

推進 推進 推進 推進 推進 住民票などのコンビニ交付 

サービス運用 

電子申請サービス事業

（総務部） 

推進 推進 推進 推進 推進 電子申請等電子手続サービス

の拡充 

統合型地理情報システム

(GIS)運用事業（総務部） 

推進 推進 推進 推進 推進 地図データの整備･共有及び

公開 

情報セキュリティ対策事

業（総務部） 

推進 推進 推進 推進 推進 情報セキュリティ対策の強化 

 

電子申請等利用件数（年間） 


