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１ 商工・サービス業の振興と発展 
 

企業誘致の促進 

【基本方針】 

既存の工業団地の早期完売と既存企業の事業拡張の促進に努めるとともに、

中心市街地等へのＩＴ・ソフト産業の誘致を推進し、産業基盤の強化と雇用機

会の増大を図ります。 

【施策の体系】 

企業誘致の促進

新たな工業団地の開発検討

既存工業団地への誘致の推進

ＩＴ・ソフト産業の誘致の推進

【計画】 

（１）既存工業団地への誘致の推進 

既存の工業団地の早期完売を図るとともに、空き工場など未利用地への企

業立地を推進します。 

（２）ＩＴ・ソフト産業の誘致の推進 

中心市街地等へのＩＴ関連などソフト産業系業種の誘致を推進し、若年者

や女性の働ける場の確保と産業基盤の強化を図ります。 

（３）新たな工業団地の開発検討 

企業の新規進出や増設に応えられる用地を確保するため、新たな工業用地

の開発について検討します。 

【数値目標】 

○既存工業団地への誘致の推進 

 

 

※年間３件以上の工場等の新増設（出雲市企業立地促進条例の規定に基づく

立地計画認定）を目標とします。 

工場等の新増設件数（累計） 
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目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

２２社 

 

４０社 

 

 

 

  ※工場等の新増設（出雲市企業立地促進条例の規定に基づく立地計画認定）

により、１件あたり１０人以上の雇用創出を目指します。 

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

７７１人 

 

９５１人 

【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 

企業誘致推進事業 

（経済環境部） 

推進 推進 推進 推進 推進 企業誘致活動の推進、新増設

を行った企業への助成 

 

産業支援体制の強化 

【基本方針】 

商工団体等の産業支援組織との連携強化を図り、商工業活動全般に対して、

幅広く、より効果的にサポートできる体制を構築します。 

また、設備投資や経営の合理化等に必要な資金調達を支援し、中小企業・小

規模企業の経営力強化や経営改善を図ります。 

【施策の体系】 

産業支援体制の強化 産業支援組織・団体との連携強化

中小企業・小規模企業への経営支援

【計画】 

（１）産業支援組織・団体との連携強化 

工場等の新増設による雇用創出（累計） 
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  ① ２１世紀出雲産業支援センターとの連携強化 

販路・事業展開の拡大支援、企業間交流の促進、情報収集・発信等に係

る事業をＮＰＯ法人２１世紀出雲産業支援センターと連携して実施しま

す。事業の実施にあたっては、市内企業のニーズ把握のための企業訪問や

企業からの相談対応に重点を置き、商工団体や支援機関との連携も図りな

がら、より一層の情報収集と発信に努めます。 

② ビジネスサポートひかわとの連携強化 

出雲市斐川企業化支援センターの運営にあわせ、ものづくり企業の経営

支援や人材育成、企業間交流の促進等に係る事業をＮＰＯ法人ビジネスサ

ポートひかわと連携して実施します。事業の実施にあたっては、ものづく

り企業を対象とした研修会の開催やものづくり人材の育成、企業間交流会

の開催に取り組みます。 

③ 商工団体等との連携強化 

ア）商工団体支援事業 

  中小企業の振興を図るため出雲・平田商工会議所が行う金融・経営・

税務等の相談指導などの中小企業相談所事業や小規模事業者支援のた

め出雲・斐川町商工会が行う経営改善普及事業を支援します。 

イ）商工業発展推進事業 

出雲・平田商工会議所及び出雲・斐川町商工会を支援し、市内商工

業者等が行う発展的な活動を推進します。 

ウ）中心市街地再生支援事業 

中心市街地における賑わい創出や商店街の魅力向上など、出雲商工

会議所が行う中心市街地の再生に向けた取組を支援します。 

   エ）中小企業・小規模企業振興に関する会議 

     中小企業・小規模企業の振興を図るため、市・市議会・商工会議所・

商工会等で構成する会議を設置し、意見交換や振興策等を検討・協議

し、各種施策を推進します。 

（２）中小企業・小規模企業への経営支援 

① 経営力強化アドバイザー制度の活用 

意欲と能力のある地域の中核的企業の育成や経営状況が極めて厳しい

企業の事業再生を支援する経営力強化アドバイザー制度を活用し、中小企

業の自立的経営を促します。 

② 中小企業融資制度事業 

市が預託している県小規模企業特別資金及び育成資金の融資枠につい

て、市内中小企業の資金需要に柔軟に対応します。 

③ 中小企業信用保証料補助金事業 
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県制度融資を利用する際の負担軽減のため、信用保証料の一部を助成し

ます。 

【数値目標】 

○中小企業・小規模企業への経営支援 

 

 

  ※中小企業の経営課題を明確にし、経営の見直しや企業成長の実現のため

商工団体と連携しながら、企業の経営改善計画策定を促します。   

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

２０９件 

 

３００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 

２１世紀出雲産業支援

センター運営事業 

（経済環境部） 

推進 推進 推進 推進 推進 産学官連携、企業間交流の 

コーディネート事業や販路拡

大支援事業、産業振興に資す

る情報収集・提供等の委託 

企業化支援センター運

営事業（経済環境部） 

推進 推進 推進 推進 推進 企業化支援センターの運営及

びものづくり企業を中心とし

た成長支援事業の委託 

商工会議所等が行う商工

業振興策への支援 

（経済環境部） 

推進 推進 推進 推進 推進 商工会議所・商工会が行う商

工業振興策に対する助成 

中小企業への金融支援

（経済環境部） 

継続 

 

継続 継続 継続 継続 県制度融資に係る貸付原資の

預託、信用保証料助成 

 

雇用対策 

【基本方針】 

商工、観光、医療・福祉などのあらゆる分野に係る産業の振興を図り、雇用

の場を創出しながら、一方で事業者が求める人材の確保や育成に努めます。 

経営改善計画策定件数（累計） 
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特に、高校及び大学等卒業後の県外就職に伴う若者の流出に歯止めをかける

べく、地元就職やＵＩターン就職促進に向け、関係機関と連携を図りながら重

点的に取り組みます。 

また、労働者福祉の増進に資する取組や労働相談窓口に関する情報発信に努

め、労働者が健康で長く働き続けることができるよう支援します。 

【施策の体系】 

雇用対策

ＵＩターン就職の支援

労働者福祉の増進

雇用の場の確保と就業促進対策

人材の確保・育成対策

 

【計画】 

（１）雇用の場の確保と就業促進対策 

企業誘致や創業支援をはじめ、医療・福祉、農林水産業など様々な産業

に対する支援を行い、就業ニーズに対応した多様な就業機会の確保に努め

ます。 

また、若年者、女性、中高年者、障がい者など様々な立場の方を支援す

る関係機関と連携を図りながら、働く意欲のある人、全ての就業が実現す

るよう、法令周知や雇用の働きかけを行います。 

（２）人材の確保・育成対策 

出雲地区雇用推進協議会において、「高校生を対象とした企業見学会」  

や「高校・大学等の進路担当者と求人企業との情報交換会」、「大学等卒業予

定者などを対象とした企業説明会や就職フェア」を開催し、地元就職及び人

材確保の促進に努めます。 

また、関係機関と連携し、働くことの意義や職業意識の涵養を図り、若

者の労働意欲の向上、職場定着の促進に取り組みます。 

（３）ＵＩターン就職の支援 

   市内定住を推進するため、ＵＩターン就職希望者を対象に就職相談、求

人情報の提供、職業紹介、さらに就職後のフォローアップなど、きめ細や

かな支援を行います。 

(４）労働者福祉の増進 

① 勤労者への融資の充実 
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勤労者に対する融資の円滑化を図るため、勤労者向け融資取扱者である

中国労働金庫に貸付原資を預託します。 

② 労働者の福利厚生の充実 

中小企業の福利厚生の充実を図るため、財団法人島根県東部勤労者共済

会への加入を促進します。 

③ ワーク・ライフ・バランスの促進 

仕事と生活の両立に向け、ワーク・ライフ・バランスの普及啓発に取り

組みます。 

  ④ 労働相談情報の提供 

労働者が健康で働き続けることができるよう、労働基準監督署、県雇用

政策課、県労働委員会が実施する労働相談事業等の情報提供に努めます。 

【数値目標】 

○雇用の場の確保と就業促進対策 

 

 

※就業機会の確保に努め、新たな雇用を生み出します。 

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

１，２５６人 

 

２，５００人 

【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 

ＵＩターン就職支援事業

（経済環境部） 

推進 推進 推進 推進 推進 ＵＩターン就職希望者を対象

とした就職相談、求人情報の

提供、職業紹介、就職後のフ

ォローアップ 

出雲地区雇用推進協議会

事業 

（経済環境部） 

推進 推進 推進 推進 推進 高校、大学等卒業後の地元就

職や市内事業所の人材確保・

育成に向けた取組 

 

 

雇用創出人数（累計） 
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新たな販路拡大・市場拡大支援 

【基本方針】 

“出雲”の知名度を生かし、市内で製造される商品のブランド化を図ること

により、市内企業の販路拡大を支援します。また、本市の伝統工芸の優れた技

術・技能を後世へ継承していくため、伝統工芸品の認知度の向上や販路の拡大

を支援します。 

さらに、積極的に海外で販路を開拓しようとする市内企業の取組を、中海・

宍道湖・大山圏域市長会との連携により支援します。 

【施策の体系】 

新たな販路拡大・市場拡大支援

海外販路開拓の促進

出雲ブランドによる販売促進支援

伝統工芸品販路拡大支援

【計画】 

（１）出雲ブランドによる販売促進支援 

  ① 出雲ブランド商品認定制度 

全国さらには世界へ流通するに値するオンリーワン・ナンバーワンの商

品を「出雲ブランド商品」として認定し、幅広く情報発信することで企業

の販売促進を支援するとともに、出雲の認知度及びイメージの向上を図り

ます。 

  ② 出雲推奨商品認定制度 

商工関係団体で組織する出雲推奨商品認定委員会の「出雲推奨商品認定

制度」を支援することで、企業の生産意欲の向上や販売促進、販路拡大を

図るとともに、市内において製造される魅力ある商品を広く情報発信しま

す。 

③ 特産品等販路拡大事業 

県外において、地元産品の情報発信や販路拡大を図り、あわせて観光情

報の発信も行います。 

（２）伝統工芸品販路拡大支援 

本市の伝統工芸の優れた技術・技能を後世へ継承していくため、伝統工

芸品の認知度向上や販路拡大、後継者育成・確保に係る取組を支援します。 
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（３）海外販路開拓の促進 

中海・宍道湖・大山圏域市長会との連携により、東アジアの国々を中心

に新たな市場開拓の可能性を探り、市内企業への情報提供に努めます。あ

わせて、市内企業が行う海外商談会への出展や海外市場の調査活動を支援

することにより、海外への販路開拓を促進します。 

【数値目標】 

○出雲ブランドによる販売促進支援 

 

 

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

１６件 

 

３０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 

出雲ブランド商品認定事

業（経済環境部） 

継続 継続 継続 継続 継続 出雲ブランド商品の認定・情

報発信・販路拡大支援 

特産品等販路拡大事業

（経済環境部） 

推進 推進 推進 推進 推進 県外における地元産品の情報

発信や販路拡大 

出雲市伝統工芸支援事業

（経済環境部） 

継続 

検証 

継続 継続 

 

継続 継続 市の伝統工芸品の販路拡大支

援 

 
 

商業・サービス業の振興 

【基本方針】 

商業・サービス業については、既存の商業集積地における空き店舗対策や商

業環境整備を促進するとともに、地域が主体となって取り組む商業の新たな仕

組みづくりや商店街が実施する賑わいの創出、回遊性の向上に資するイベント

への支援等により、地域商業の経営基盤の強化と魅力の向上を図ります。 

 

出雲ブランド商品認定制度による認定数（累計） 
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【施策の体系】 

商業・サービス業の振興 地域商業再生支援

中心市街地等商店街賑わい創出支援

【計画】 

（１）地域商業再生支援 

① 小売店等持続化支援事業・移動販売支援事業 

中心商店街等の商業機能の維持・向上のため、空き店舗での創業・新規

出店にかかる家賃等の経費や事業承継にかかる店舗改修費等の一部を助

成します。 

また、中山間地域における店舗の設置や移動販売事業に要する経費の一

部を助成します。 

② 商業環境整備事業 

魅力ある商店街づくりを目的とする、街路灯、アーケード、コミュニ 

ティ施設、バリアフリー施設等の整備に要する経費の一部を助成します。 

（２）中心市街地等商店街賑わい創出支援 

① 中心市街地賑わい創出イベント開催支援 

市の玄関口である中心市街地において、商店街が行う賑わい創出イベン

トを支援します。 

② 地域産業振興イベント開催支援 

歴史、文化など地域の特色を生かした賑わい創出イベントを支援します。 

【数値目標】 

○地域商業再生支援 

 

 

※空き店舗活用支援事業の対象地域の空き店舗数（中心商店街） 

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

２６軒 

 

１０軒 

 

 

空き店舗数 
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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 

地域商業再生支援 

（経済環境部） 

推進 推進 推進 推進 推進 空き店舗対策、商業環境整備、

中山間地域商業機能維持･向上 

中心市街地等商店街賑わ

い創出支援（経済環境部） 

継続 継続 継続 

 

継続 継続 商店街賑わい創出イベントへ

の支援 

 

工業の活性化 

【基本方針】 

地場産業の活性化を目指し、機械金属加工を中心とする製造業及び今後成長

が期待できる分野であるＩＴ産業を主軸に、人財育成支援やビジネスチャンス

の創出、培われてきた技術・技能を生かした新製品の開発等の支援に取り組み

ます。 

また、島根大学医学部ほか高等教育機関と高度医療機関の集積等を生かし、

産学官連携・医工連携等を促進します。 

【施策の体系】 

工業の活性化 ものづくり支援

ＩＴ産業の活性化

産学官連携・医工連携等の促進

【計画】 

（１）ものづくり支援 

① ものづくり高度人財の育成 

機械金属加工を中心とした高品質で付加価値の高い「ものづくり」を目

指し、高度な技術を有する人財の育成と企業連携の強化により、域外から

の取引拡大や新製品開発を促進します。 

② 企業の製品ＰＲの場の提供 

企業の製品・技術を市民や他の企業に広くＰＲすることが出来る場を設

け、販売促進や販路開拓など新たなビジネスチャンスの機会を提供します。 
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③ 斐川企業化支援センター及び斐川企業化支援貸工場の活用促進 

斐川企業化支援センターについて、企業に対して、交流・研修・情報発

信の場としての利用をＰＲするとともに、セミナーや研修会を開催し、企

業の経営支援に資する施設活用を図ります。 

また、製造業の小規模事業所等に事業規模にあった工場スペースを貸し

出し、初期投資の軽減を図るとともに生産合理化の推進を支援することに

より、自立型企業への成長を促します。 

④ ものづくり連携事業の促進 

中海・宍道湖・大山圏域市長会との連携により、製造業の圏域内交流や

圏域外企業とのビジネスマッチングを推進し、取引拡大、共同開発促進を

図ります。 

（２）ＩＴ産業の活性化 

  ものづくり企業とＩＴ企業の連携によるビジネスチャンスの創出を支援し

ます。 

また、首都圏等技術者と地元ＩＴ企業との交流、若年層を対象としたＩＴ講

座の開催等により、市内ＩＴ企業の受注増加と人財の確保・育成を図ります。 

（３）産学官連携・医工連携等の促進 

産学官・企業間連携による新製品・新サービスの開発、改良、販売促進を支

援します。特に、今後の成長が見込まれる医療・介護分野において、島根大学

医学部と市内ものづくり企業との連携による新商品・新サービスの開発支援に

取り組んでいきます。 

【数値目標】 

○ものづくり支援 

 

 

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

４，１０１億円 

 

４，３００億円 

 

 

 

 

 

製造品出荷額（年間） 
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○ＩＴ産業の活性化 

 

 

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

２２４人 

 

２５４人 

 

○産学官連携・医工連携等の促進 

 

 

※平成２９年度から５か年の新規契約件数 

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

１４件 

 

２８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 

企業化支援貸工場事業

（経済環境部） 

継続 継続 継続 継続 継続 企業化支援貸工場の賃貸 

ものづくり高度人財育成

事業（経済環境部） 

継続 継続 継続 継続 継続 ものづくり技術研修等の開催 

ＩＴ産業活性化推進事業 

（経済環境部） 

継続 継続 継続 継続 継続 ＩＴ技術者交流会、ＩＴ技術

講座の開催等 

産学官連携・医工連携事

業（経済環境部） 

継続 継続 継続 継続 継続 産学連携の成果の事業化支援

等 

市内ソフト系ＩＴ企業従事者数 

島根大学と市内企業との共同開発件数 
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２ 農林水産業の振興と発展 
 

農業の振興 

【基本方針】 

農業が職業として選択しうる魅力とやりがいのあるものとなるよう、その実

現に向けて各種施策を集中的かつ重点的に実施します。 

そのために、米、畜産物、特産物については、ブランド化を進めるため、市、

県、ＪＡ、生産者が一体となって、生産拡大と品質向上を目指します。 

また、やる気のある農業者に対しては、創意と工夫により、新たな作物や技

術の導入、担い手育成、集落営農推進、組織の法人化、企業の新規参入あるい

はアグリビジネスへの取組など積極的な農業を展開するよう誘導するとともに、

農業委員会法の改正に伴い新たに設置された農地利用最適化推進委員により、

農地の利用最適化に向け、優良農地の保全、耕作放棄地の発生防止・解消の取

組を更に推進していきます。 

さらに、農業者と市民がともに農業の重要性や多面的機能を理解し、協力し

ながら農業と農村環境を守ることで、食料自給率の向上、安全・安心な食物の

確保、快適な居住環境を守っていきます。 

生産基盤の整備については、生産性の向上や農村環境の整備を図るため、か

んがい排水事業による用水確保、水田ほ場の大型化、用排水路施設の整備・改

修、農道の整備等を行います。 

【施策の体系】 

農業基盤整備事業

農業の振興 農業振興事業

畜産振興事業

農村環境保全対策

【計画】 

（１）農業振興事業 

① 水田農業の振興 

ア）農業生産力の向上 
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農業経営の安定と生産力の確保を図り、もって食料自給率の向上と農

業の多面的機能を維持することは、農業と地域の再生に必要な事業で

あり、関係機関と連携して推進します。 

米に代わる作物として、麦、大豆、そば、飼料作物、飼料用米を中心

に、その他の作物も含めて生産の拡大を進めます。 

特に、平成３０年(2018)からの米の需給調整の見直しに対して的確に

対応するとともに、飼料用米生産や畜産農家との連携を推進し、一方

でそばをはじめとする他の作物への作付けを誘導することで水田の有

効利用と自給率向上につなげます。そのため、国の制度を有効に活用

するとともに、出雲市農業再生協議会及び斐川町地域農業再生協議会

と連携して取り組みます。 

また、労働時間の削減、経営の効率化、経営規模の拡大を図るため、

ＩＴ・ＩＣＴ（情報通信技術）の活用を進めます。 

イ）「売れる米づくり」への取組 

近年の気象温暖化等により、コシヒカリの品質低下が著しいことから、

一等米比率の向上や市場ニーズに対応するため、関係機関と引き続き

連携を図り、きぬむすめや特別栽培米であるつや姫への品種転換を進

めます。 

また、消費者の安心・安全な産品を求めるニーズは年々高まっている

ため、環境保全型農業直接支払制度を積極的に活用しながら、有機栽

培や減農薬・減化学肥料栽培など特色ある米づくりを推進します。 

② 優良農地の確保及び土地利用の調整 

ア）優良農地の確保 

農業者の高齢化、兼業化、後継者不足等が進むなか、認定農業者、集

落営農組織、農業法人等の担い手に対して、農地中間管理機構との連

携により、農地の利用集積、面的集積を進め優良農地の確保と土地利

用型農家等の経営効率化を図ります。 

イ）耕作放棄地の解消 

近年、増加傾向にある遊休農地については、今後遊休農地になるおそ

れがある農地も含め、農業上の利用を図る農地とそれ以外の農地とに

区分し、遊休農地等の実態把握に努めます。 

このうち、農業上の利用の増進を図る農地については、認定農業者や

集落営農組織に利用集積を図るなど農地として効率的な利用の確保を

図り、遊休農地の発生防止及び解消に努めます。 

ウ）秩序ある土地利用への誘導 

農地を他に利用するための土地利用計画の変更にあたっては、周辺農
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地の効率的利用と農業施設機能の維持が保たれるよう、秩序ある土地利

用を誘導します。 

③ 中山間地対策と農地の多面的機能の発揮 

農地の保全等が特に困難になってきている中山間地域については、農業

生産条件の不利を直接補填する中山間地域等直接支払制度の取組を進め

るとともに、懸案である除草対策の取組を支援します。 

また集落営農の推進、担い手の育成、生産環境の整備を進め、耕作放棄

地を防止・解消し、国土の保全、水源涵養等の多面的機能の発揮を図りま

す。 

（２）畜産振興事業 

畜産農家をはじめ地域の関係者（市、ＪＡ、飼料生産組織など）が連携し、

高収益型畜産体制（畜産クラスター）を構築し、地域ぐるみで中心的経営体

の収益性の向上や環境問題、新規就農者の確保、担い手育成などの諸問題に

対応し、畜産振興を図ります。 

① 畜産の振興 

ア）肉用牛 

優良和牛の導入・保留や受精卵移植による改良を進めるとともに、繁

殖農家と肥育農家とが一体となった地域内一貫生産体制づくりを行い、

出雲産和牛のブランド化を推進します。 

イ）乳用牛 

受精卵移植や牛群検定情報を活用した牛群改良、畜産従事者への支援

を行うヘルパー制度を普及させ、高品質乳生産を図ります。 

また、早期に収入を得るための乳用初妊牛導入の推進や、酪農関連施

設・搾乳関連機器の整備を図り、経営の健全化・拡大を目指します。 

ウ）養豚、鶏卵、その他 

鳥インフルエンザ等に対応するため、衛生対策、防疫対策を徹底する

とともに、安全・安心な食料品の生産と安定供給を目指します。 

② 畜産環境保全と耕畜連携の推進 

市内産稲わら・家畜排せつ物を、たい肥として飼料生産に利用すること

により資源循環を図ります。 

また、輸入飼料に依存している現状を見直し、稲発酵粗飼料（稲ＷＣＳ）

や飼料用米等の飼料作物の作付け拡大、飼料生産組織の育成、放牧の推進、

国産稲わら等未利用資源の飼料利用の拡大により、地域内資源の有効活用

による自給飼料基盤に立脚した酪農及び肉用牛生産への転換を図ります。 

③ 販売額・販売量増加の推進 

消費者から支持される畜産物の安定供給を図るため、６次産業化等の取
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組による高付加価値商品としての販売策を推進するとともに、地産地消や

消費拡大を推進します。 

また、稲発酵粗飼料や飼料用米などをトウモロコシの代替飼料として活

用した、「こめたまご」や「まい米
まい

牛
ぎゅう

」といった畜産物のブランド化や販

路拡大を推進します。 

（３）農村環境保全対策 

① 農村のもつ多面的機能の発揮と農業用施設の機能の維持保全 

農地や農業用水、ため池など、農村地域の資源は、食料生産や国土保全

など様々な役割を担っていますが、農村を取り巻く状況は大きく様変わり

し、今や農家だけの手で守っていくことは、難しくなってきました。 

こうしたことから、「多面的機能支払交付金」により、地域ぐるみで行

う水路の泥上げや農道の草刈り等の基礎的な取組を支援する農地維持活

動支援と、植栽による景観形成等の農村環境保全の取組や老朽化が進む水

路等の補修・更新を行う資源向上活動支援を行い、地域資源の適切な保全

管理を推進します。 

② 環境保全型農業の推進 

環境問題に対する関心が高まる中、農業生産においても環境負荷の低減

に向けた取組が求められています。環境保全型農業に取り組む農業者団体

が、化学肥料・農薬を５割以上低減する取組とセットで行う、地球温暖化

防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動への取組に対し支援を行い、

環境にやさしい農業を推進します。 

また、トキの分散飼育地として、環境保護の象徴と言えるトキが生息す

る農村環境づくりを進めるため、農業者、地域住民に環境を意識した農業

生産、消費行動を促すよう取り組みます。 

（４）農業基盤整備事業 

① 国営緊急農地再編整備事業 

宍道湖西岸地区の農業生産性の向上と農業経営の安定を図るため、ほ場

の大区画化と農地の利用集積等による農作業の効率化を進めていきます。

併せて排水機場や用排水路整備を行います。 

② 土地改良事業 

県営事業や団体営事業により、将来の農業生産を担う効率的かつ安定的

な経営体の育成と、生産基盤及び生活環境整備を図りながら一体的な基盤

整備に取り組みます。 

③ 用排水施設整備 

用排水施設の老朽化の進行に伴い、突発事故等のリスクが増大し修繕費
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の負担も増大しています。施設の機能診断に基づいて計画的に用排水施設

の整備に取り組みます。また、市単独補助により土地改良施設の整備を行

います。 

④ 農道整備事業 

農業の振興、農村地域の環境改善等を図るため、集落を結ぶ基幹道路と

して県営事業を活用し農道整備を行います。 

⑤ 林道整備事業 

林道の機能向上及び農山村地域の環境改善等を図るため、県営事業を活

用し林道の開設並びに整備を行います。 

⑥ 農道・林道施設長寿命化対策事業 

農道施設及び林道施設の長寿命化計画を策定し、適切に安全管理を行 

います。 

【数値目標】 

○農業振興事業 

 

 

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

１１０ha 

 

８０ha 

   

○農村環境保全対策 

 

 

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

５，３４８ha 

 

５，４００ha 

 

【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 

米の需給調整 

（農林水産部） 

推進 

検証 

推進 推進 推進 推進 米の需給調整の円滑な実施 

耕作放棄地の面積 

多面的機能支払交付金の取組面積 
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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 

中山間地域等直接支払事

業 

（農林水産部） 

推進 推進 推進 推進 推進 中山間地域等の農地を保全

し、生産体制を維持・増進す

るため交付金を交付 

農産振興事業［ＦＦＦ事

業］ 

（農林水産部） 

推進 

検証 

推進 推進 

 

推進 推進 集落営農育成及び米の新たな

栽培技術導入、麦・大豆・飼

料用稲の生産を促進するため

に必要な機械施設購入の助成 

 

畜産振興事業［ＦＦＦ事

業］ 

（農林水産部） 

推進 

検証 

推進 推進 

 

推進 推進 優良妊娠牛・乳用初妊牛導入、

鶏卵販売体制確立及び畜産基

盤整備等に係る経費補助 

多面的機能支払交付金

（農林水産部） 

推進 推進 推進 推進 推進 農村環境の維持保全向上 

水路、農道等の保全管理 

景観向上 

環境保全型農業直接支払

交付金（農林水産部） 

推進 推進 推進 推進 推進 地球温暖化防止や生物多様性

保全等 

新出雲農業チャレンジ事

業 

（農林水産部） 

推進 推進 

検証 

推進 推進 推進 新技術導入による作業効率の

向上や、中山間地域における

除草労働の時間縮減の推進、

新規就農者に対する支援 

耕作放棄地対策事業 

（農林水産部） 

推進 推進 推進 推進 推進 耕作放棄地再生活動 

国営緊急農地再編整備 

事業（国） 

推進 着手 継続 継続 継続 ほ場整備、排水機場、用排水

路整備 

土地改良事業 

（農林水産部） 

継続 継続 継続 継続 継続 ほ場整備、用水路、排水路、 

ため池、農地保全等の推進 

用排水施設整備事業 

（農林水産部） 

継続 継続 継続 継続 継続 施設の更新、修繕 

農道整備事業 

（農林水産部） 

継続 継続 継続 継続 継続 農道整備 

林道整備事業 

（農林水産部） 

継続 継続 継続 継続 継続 林道整備 

農道施設・林道施設長寿

命化対策事業（農林水産部） 

着手 継続 継続 継続 継続 農道施設整備、林道施設整備 
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森林・林業施策の推進 

【基本方針】 

森林の適正な管理を行うため、市公有林を中心に作業道を積極的に整備し、

造林木の搬出と松くい虫被害跡地の植栽を推進し、森林の再生を図ります。 

また、市産材の利用促進に向け、民有林を含めた市全体の木材生産及び消費

の拡大に努めます。 

森林病害虫等被害対策については、松くい虫被害が拡大しないよう、樹幹注

入と特別伐倒駆除を柱とする防除対策を推進します。また、ナラ枯れ被害対策

は、被害状況の把握と市民生活に支障となる危険木の伐倒処理を優先して実施

します。 

有害鳥獣被害対策については、シカによる農林業への被害軽減を図るため、

出雲北山山地の生息頭数を１８０頭に、湖北山地においては非生息区域とする

目標達成に向け、引き続き捕獲の強化に取り組みます。 

【施策の体系】 

森林・林業施策の推進

有害鳥獣被害対策事業

市民とともに取り組む森林保全・再
生事業

林業振興事業

森林病害虫等被害対策事業

【計画】 

（１）林業振興事業 

① 森林整備の推進 

ア）木材生産を重視した森林整備 

間伐を中心とした保育管理を通じて、良質材の生産振興を推進すると

ともに、主伐期を迎えた市内の森林資源が市場に流通するよう、国、県

及び２１世紀出雲林業フロンティア・ファイティング・ファンドの事業

を活用し、伐って、使って、植えて、育てていく「循環型林業」の構築

を図ります。 

イ）人と自然の共生を重視した森林整備 

森林病害虫等により荒廃し、森林の機能が低下した市有林において、

被害木の伐採と再造林を実施し、人と自然が共生できる森林を整備しま

す。 
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② 作業路網の整備 

伐期を迎えた森林から木材を搬出していくための作業路網を積極的に

整備し、森林の集約化施業や原木集荷の効率化を推進します。 

③ 施業の集約化と森林境界情報の把握 

森林経営計画の作成を推進しつつ、スギやヒノキ等の人工林とその周辺

の天然林も含めた森林の団地化を図り、集約的施業を推進します。 

また、林地台帳を、平成３１年(2019)４月までに整備するとともに、国

の森林整備地域活動支援交付金等を活用し、森林の境界確認を進めていき

ます。 

④ 公有林の管理 

利用期を迎えつつある公有林（市有林、市行造林、林業公社分収造林・

官行分収造林、森林総合研究所分収林）について、水源涵養や災害防備な

どの公的機能を保持しつつ、利用間伐を積極的に推進し、適正な管理に努

めます。 

⑤ 市内産木材の利活用の推進 

市内産木材を使用した住宅に対する助成及び、木材利用の普及啓発活動

等により、需要の拡大に向けた取組を進めていきます。併せて、市が整備

する公共建築物での市内産木材の利用を推進します。 

また、従来林内に放置され、利用されなかった間伐材等について、市民

による木材の搬出に対する支援を行います。 

（２）森林病害虫等被害対策事業 

① 松くい虫被害対策事業 

薬剤樹幹注入、伐倒駆除、特別伐倒駆除、抵抗性マツ等の植栽により松

くい虫防除対策を実施するとともに、松林の再生に向けて取り組まれてい

る市民団体等に対しての支援を行っていきます。 

また、地理的特性や地域事情、松くい虫被害の現状及び植生の状況、防

除実績などを勘案し、守るべき松林を海岸林等市民生活に欠かせない松林、

景勝地の松林、出雲北山山地等の松林として機能別に分類し、それぞれの

松林に適した防除対策を実施します。 

② ナラ枯れ被害対策事業 

被害の拡大を防ぐために広葉樹の積極的な利用を図り、伐採、更新によ

る若い林分づくりを推進します。被害対策を行ううえでは、被害状況の把

握と情報提供を行うとともに、公園、遊歩道、公道付近など市民生活の安

全を確保するうえで支障となるものを優先して駆除します。 

（３）有害鳥獣被害対策事業 

① シカ対策 
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農林業被害を軽減するとともに、人とシカの共生を目的として掲げる適

正な生息頭数の目標達成に向け、県や捕獲班、地元関係者等との連携を図

り、捕獲の強化、防護柵等による被害防止対策、生息環境整備等に努めま

す。 

また、捕獲したシカを地域資源として、食肉をはじめ有効に活用してい

くための検討を行います。 

② その他有害鳥獣対策 

    イノシシ、ヌートリア、タヌキ等の野生鳥獣による農作物被害や生活環

境被害も後を絶たないことから、捕獲対策と防護柵の設置による被害防止

対策を柱として被害の軽減に努めます。 

（４）市民とともに取り組む森林保全・再生事業 

① 普及・啓発活動等の推進 

森林保全活動に関するイベントや広報活動等を積極的に行うとともに、

地域で実施されている活動やイベント情報等について情報発信を行い、

森林や里山が身近に感じられるような普及・啓発活動を推進します。 

② 森林整備・保全活動に対する支援の拡充 

「森林・山村多面的機能発揮対策事業」により、地域住民、森林所有

者等が協力して実施する里山林の保全、森林資源の利活用などを進めま

す。また、「２１世紀出雲林業フロンティア・ファイティング・ファンド

事業」を継続するとともに、国、県、緑化推進委員会等の各種助成事業

の活用を促進し、市民が行う森林整備・保全活動をサポートします。 

③ 森林環境・木育等の教育活動の推進 

市有林等において、森林環境教育・健康づくりなどの場として、市民

参加の森林づくりを推進します。 

また、木材に対する親しみや木の文化への理解を深めるため、木材の

良さやその利用の意義を学ぶ教育活動「木育」についても推進します。 

【数値目標】 

○林業振興事業 

 

 

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

７．５ｍ／ha 

 

１０ｍ／ha 

 

作業路網密度 
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目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

２５．２％ 

 

３０％ 

○有害鳥獣被害対策事業 

 

 

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

出雲北山山地 

３５９～９５１頭 

出雲北山山地 

１８０頭 

湖北山地 

９２２～１，８６９頭 

 湖北山地 

  非生息区域 

 

 

 

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

１，７１７頭 

 

２，０００頭 

※県第二種特定鳥獣管理計画における捕獲頭数から、捕獲計画を定める。 

   捕獲頭数：狩猟による捕獲＋有害捕獲 

【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 

林業振興事業 

（農林水産部） 

継続 継続 継続 継続 継続 作業路網の整備、保育事業の

実施、施業の集約化、境界情

報の把握、林業従事者の育成

等 

森林病害虫等被害対策事

業（農林水産部） 

継続 継続 継続 継続 継続 松くい虫・ナラ枯れ被害対策

の実施等 

有害鳥獣被害対策事業

（農林水産部） 

継続 継続 継続 

検証 

継続 継続 捕獲・防護柵等による被害防

止対策等の実施 

民有林面積に占める森林経営計画樹立森林面積の割合 

シカ生息頭数 

イノシシ捕獲頭数（年間） 
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水産業の振興 

【基本方針】 

地域特性を生かした水産業の振興と放流事業などによる資源維持・増大を図

ります。また、省力化へ向けた漁港整備と効率的な機能保全を図ります。 

【施策の体系】 

水産業の振興 水産業振興対策

漁港整備及び機能保全

【計画】 

（１）水産業振興対策 

① 地域特性を生かした水産業の振興 

本市水産業の基幹産業である定置網漁業をはじめ、一本釣りや延縄漁業

などの釣り漁業、採貝漁業等の振興を行い、水揚額の増加に努めます。 

また、本市の漁業や魚介類を身近に感じてもらい、魚食普及に繋がるよ

う「出雲の海魅力発信事業」などの情報発信に努めます。 

② 資源維持・増大 

ヒラメ、アカアマダイの中間育成及び放流に加え、アワビ、サザエ、ウ

ニなどの放流を促進するとともに、漁場環境の維持・保全や藻場の保全の

支援を行い、資源の維持・増大を図ります。 

内水面においては、水産資源の放流の支援を行うとともに、シジミの価

格向上や生育環境の改善の支援を行い、資源の維持・増大を図ります。 

（２）漁港整備及び機能保全 

①漁港整備 

   滑り材の設置等により、漁業者の労力軽減と安全確保を進めます。 

  ②漁港の機能保全  

漁港施設の計画的な保全工事を実施し、漁港の長寿命化を推進します。 

【数値目標】 

○水産業振興対策 

 

 

  ※市内で水揚される水産物の平均単価の向上を図ります。 

魚価（水産物の平均㎏単価） 
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目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

５３８円 

 

５６０円 

 

○漁港整備及び機能保全 

 

 

  ※市が管理する漁港に滑り材を設置し、船の揚げ降ろし作業の省力化を図

ります。 

  

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

４漁港 

 

５漁港 

【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 

栽培漁業推進事業 

（農林水産部） 

推進 推進 推進 推進 推進 アカアマダイの栽培技術確立

と資源量増大 

水産業総合対策事業 

（農林水産部） 

推進 推進 

検証 

推進 

 

推進 推進 

検証 

漁業者への支援と放流事業に

対する助成 

内水面漁業活性化対策事

業（農林水産部） 

推進 

検証 

推進 推進 推進 

検証 

推進 放流事業及びシジミ資源に対

する助成 

出雲の海魅力発信事業 

（農林水産部） 

推進 完了    漁業や魚介類の魅力を発信し

魚食普及を図る 

水産多面的機能発揮対策

事業（農林水産部） 

継続 継続 継続 継続 継続 漁場環境の保全に対する助成 

漁港整備事業 

（農林水産部） 

継続 完了    市管理漁港の改良 

機能保全事業 

（農林水産部） 

検討 着手 継続 継続 継続 市管理漁港の保全 

 

 

滑り材設置漁港数（累計） 
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人材の育成・確保 

【基本方針】 

農業については、担い手の育成・確保を図るため、認定農業者の育成、農業

経営の法人化・多角化等を推進するとともに、家族型経営から集落型経営への

転換を図り、更に集落営農の組織化・法人化を積極的に進めます。 

また、新規学卒者をはじめＵＩターン者や定年帰農者なども含め幅広く新規

就農者の確保に努めるとともに、企業経営のノウハウを生かした新たな農業展

開を図るため、企業の農業参入を促進し、多様な担い手の育成を図ります。 

さらに、担い手への農地の利用集積を促進し、効率的・安定的な農業経営の

確立を目指します。 

林業については、依然として厳しい経営状況にありますが、集落営林や法人

化を進め、林業事業体に対する支援を行い、人材の育成・確保に努めます。 

水産業については、新規の漁業者や企業経営体に対する支援を行い、人材の

育成・確保を図ります。 

【施策の体系】 

人材の育成・確保 農業人材育成事業

林業人材育成事業

水産業人材育成事業

【計画】 

（１）農業人材育成事業 

① 農業の担い手づくり 

ア）認定農業者の育成 

「人・農地プラン」に位置づけられた、今後地域の中心となる経営

体のうち、認定を受けていない農業者や今後育成すべき農地利用集積

対象者を中心に、認定農業者への誘導を行い、農地の利用集積、低利

融資制度等各種施策を実施します。 

認定後は、経営改善計画の達成に向け、青色申告や記帳指導、研修

会を通じた経営管理能力の向上、農地利用集積の促進、再認定への誘

導等のフォローアップ活動を行い、経営感覚に優れた農業者を育成し

ます。 
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イ）農業経営の法人化 

法人化を目指している認定農業者に対する重点的支援を行うととも

に、企業的経営の熟度が高まっている認定農業者等を中心に、複数の

農業者による生産の共同化、経営の法人化を推進します。 

ウ）集落営農の組織化・法人化 

担い手の確保が困難な集落や担い手への農地利用集積が限界に近づ

いている集落では、集落における話し合いを基本に、地域の実情・特

性に応じた集落営農の組織化・農業生産の共同化を推進し、将来的に

は営農及び経理の一元化（協業化）、特定農業団体化、法人化を促進し

ます。 

また、集落営農に取り組んでいる集落では、営農及び経理の一元化

等集落営農のステップアップ、複数集落営農の統合による経営規模の

拡大、安定化を推進するとともに、将来的には特定農業団体化、法人

化を促進します。 

エ）企業の農業参入の促進 

企業が農地を耕作できる機会の拡大により、企業の農業参入を促進

し、企業活力をもって耕作放棄地の有効利用及び発生防止を図るとと

もに、企業ノウハウを生かした新たな展開を目指し、認定農業者や集

落営農等の担い手が企業と協働し、地域農業を支える新たな体制・仕

組みづくりを進めます。 

② 新規就農者の確保・育成 

栽培技術と農業経営の基礎を学べるアグリビジネススクールの開催に

より就農希望者の掘り起しを行うとともに、農業支援センターを中心にＪ

Ａや関係機関と連携し、就農相談・経営指導を行います。 

また、就農に当たっては初期段階での投資（研修・施設整備資金等）の

負担軽減を図るとともに、経営安定化のための継続的な支援を行います。 

③ 農地利用集積の促進 

農地中間管理事業、農地利用集積円滑化事業の実施により、担い手への

農地の利用集積及び利用調整を促進します。 

また、地図情報システムを活用した農地等情報の効率的な管理、関係機

関及び農業団体による情報の共有化を図り、収益性の高い作物団地の形成、

点在農地の担い手への集積に努めます。 

（２）林業人材育成事業 

① みどりの担い手育成事業 

林業事業体等の雇用拡大を図るとともに、雇用条件の改善や技術習得の

場の設置などの取組を推進します。 
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② 出雲の森しごとチャレンジ支援事業 

森林施業を行う経営体の法人化に対して支援を行うとともに、新たに現 

場技術者を雇用した事業体に対して支援を行い、働きがいを持って定着で

きる就労環境の整備を進めます。 

また、集落で林業経営に取り組む「集落営林」を推進し、森林資源の有

効活用を行い、地域コミュニティビジネスの創出、山村地域の活性化につ

なげます。 

③ 森林有害鳥獣被害対策事業 

ニホンジカによる森林被害防止のため、有害鳥獣捕獲班の新規狩猟免許

取得にかかる経費を助成します。 

（３）水産業人材育成事業 

水産業総合対策事業により、新規漁業者や新規企業経営体に対する船舶・

機器などの整備費を助成するとともに、既存の企業経営体や漁業者に対して

新規就労者の支援を行い、水産業を担う人材の育成を図ります。 

【数値目標】 

○農業人材育成事業 

 

 

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

２７人 

 

６６人 

 

○林業人材育成事業 

 

 

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

３６人 

 

７６人 

 

 

認定新規就農者数（累計） 

県認定事業体の新規就労者数（累計） 
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 ○水産業人材育成事業 

 

 

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

５人 

 

１２人 

【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 

アグリビジネススクール

事業 

（農林水産部） 

推進 推進 推進 推進 推進 新規就農者の確保を図るた

め、栽培技術や農業経営の基

礎講座を開催 

新規就農総合支援事業 

（農林水産部） 

推進 推進 推進 推進 推進 新規就農者の研修期間や就

農初期の不安定な生活・経営

を支援するための助成 

新農林水産振興がんばる

地域応援総合事業[新規

就農総合支援] 

（農林水産部） 

推進 

検証 

推進 推進 

 

 

推進 推進 新規就農者に係る必要な施

設等整備に対する助成 

 

企業参入促進・経営強化

事業 

（農林水産部） 

推進 推進 推進 推進 推進 企業の農業参入、加工・流

通・販売等の事業展開のため

の研究・調査や施設整備等に

対する助成 

農地中間管理事業・農地

利用集積円滑化事業 

（農林水産部） 

推進 推進 推進 推進 推進 農業の担い手への農地集積

と集約化の推進を図るため

の支援 

集落営林組織数（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) 

 

０組織 

 

３組織 

新規認定就労者数（累計） 
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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 

みどりの担い手育成事業 

（農林水産部） 

推進 推進 推進 推進 推進 林業事業体等の現場技術者

が加入する社会保険料等の

事業主負担分の助成 

出雲の森しごとチャレン

ジ支援事業 

（農林水産部） 

推進 推進 推進 推進 推進 経営体の法人化支援、新規集

落営林の推進に必要な施設

整備等の助成 

森林有害鳥獣被害対策事

業 

（農林水産部） 

継続 継続 継続 

検証 

 

継続 継続 有害鳥獣捕獲班の新規狩猟

免許取得にかかる経費の助

成 

水産業総合対策事業 

（農林水産部） 

推進 推進 

検証 

推進 

 

 

推進 推進 

検証 

新規漁業者や新規企業経営

体への船舶・機器等の整備費

の助成及び既存経営体や漁

業者への新規就労者に対す

る助成 
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３ 特産品開発とブランド化の推進 
 

地域特性を生かした特産品の開発・振興 
【基本方針】 

本市は豊かな自然に囲まれ、地形・気候・水利等の地域特性を生かした多彩

な特産品を有する地域として知られています。 

農林産物については、県内一の生産を誇るぶどうをはじめ、柿、いちじく、

かんしょ、茶、ねぎ、花卉、菌床しいたけ等の生産振興を図るとともに、新た

な特産品目の育成や加工品の開発に取り組みます。また、作物の周年出荷や高

品質化、生産コスト削減を図る新技術を積極的に取り入れ、農家所得の向上を

目指します。 

水産物については、アカアマダイをはじめブリ、シジミなどの水産資源と十

六島のり、板わかめ、ウニ等の水産加工物の特産品の振興を図ります。 

さらに、食の安全・安心の追求及び食育推進の観点から、農林水産物の地産

地消を進めます。 

【施策の体系】 

地域特性を生かした特産品の開発・振
興

特産振興事業

地産地消事業

【計画】 

（１）特産振興事業 

① 農林産物の産地形成 

地域特性や土地条件に適した農産物の産地化・団地化を積極的に進め、

特産品化を図ります。特に、収益性が高い園芸作物のハウス栽培について、

初期設備投資の軽減に努めながら拡大を図ります。 

中心特産物であるぶどうについては、リース方式ハウスの導入、省エネ

化・省力化栽培技術の確立等により、安定した産地づくりを進めます。そ

の他の果樹、野菜、花卉、林産物等においても、「作ったものを売る」か

ら「売れるものづくり」への転換を図り、高品質で市場競争力のある強い

産地づくりを進めます。 
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② 農産物の価格安定対策 

国や県が実施している農産物価格補償制度に加入し、野菜等農産物の価

格と農家経営の安定を図ります。 

③ 農産物加工品の開発 

柿・いちじく・トマト等について、販売期間の拡大や規格外品の活用

を図るための加工品開発を進めます。 

④ 新たな技術の活用 

デラウェアにおける新品種（柳田系）の導入、柿の冷蔵保存システムの

活用など、新たな技術により、農作物の高品質化、生産コスト削減、環境

負荷の軽減等を図ります。 

⑤ 栽培漁業推進事業 

県の栽培魚種に選定されているアカアマダイの放流事業の実施・検証を

行い、資源量の増大を図ります。 

⑥ 水産業総合対策事業 

大社御縁鰤、小伊津アマダイ、十六島のりなどの特産品の生産拡大や販

売促進の助成を行い、特産品の振興を図ります。 

（２）地産地消事業 

① 地場産品のＰＲ 

地場産品の消費拡大を目指し、市内の飲食店、福祉施設等に地元産の農

林水産物を積極的にＰＲするとともに、幼稚園・小学校の農業体験学習や

学校給食の「おいしい出雲の一日」を通して地産地消を進めます。 

② 地場産品販売の支援 

県の補助事業や農業ＦＦＦ事業、ひかわ元気農業支援事業、水産業総合

助成事業等を活用し、産直市場の取組や加工・販売等に必要な経費を助成

することで、地場産品の販売を推進します。 

【数値目標】 

○特産振興事業 

 

 

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

６件 

 

１３件 

 

（水産）ブランド開発支援事業の取組件数（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 

新農林水産振興がんばる

地域応援総合事業 

（農林水産部） 

推進 

検証 

推進 推進 

 

推進 推進 県の農林水産業活性化計画に

基づく施設整備等の補助 

特産振興事業［農業ＦＦ

Ｆ事業］（農林水産部） 

推進 

検証 

推進 推進 

 

推進 推進 園芸作物等の施設整備・販売

促進等の補助 

園芸振興事業［ひかわ元

気農業支援事業］ 

（農林水産部） 

推進 推進 推進 推進 推進 園芸作物等の施設整備・販売

促進等の補助 

野菜価格安定対策事業 

（農林水産部） 

推進 推進 推進 推進 推進 野菜の価格補償制度 

地産地消推進事業 

（農林水産部） 

推進 推進 推進 推進 推進 地産地消の推進 

栽培漁業推進事業 

（農林水産部） 

推進 推進 推進 推進 推進 アカアマダイの栽培技術確立

と資源量増大 

水産業総合対策事業 

（農林水産部） 

推進 推進 

検証 

推進 

 

推進 推進 

検証 

特産品の生産拡大や販売促進

の補助 

 

 

出雲ブランドの確立 

【基本方針】 

全国にその名を知られる「出雲」の歴史、文化、自然、産業、人、食など多

岐にわたる分野における出雲の魅力と暮らしの情報を、様々な手段・媒体を活

用して積極的に情報発信を行い、更に本市のシティセールスに努めます。 

また、本市の魅力や価値を見つめなおす取組を推進することで、市民の地域

に対する誇りや愛着の醸成につなげ、市民参画による地域の魅力発見や情報発

信などの取組を支援していきます。それにより、新たな魅力を創出し、地域の

特性と魅力が輝き、市外からも「住みたいまち」「訪れたいまち」として憧れを

いだく「出雲」の真のブランド化を目指します。 

農業については、本市の農業生産額は県内随一を誇り、穀物・野菜・果樹・

花卉・畜産等において多種多様なブランド品を持つ産地です。生産効率の向上
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や栽培技術指導等により高品質化を更に進め、消費者の志向に合った商品とし

て出荷する「売れるものづくり」を推進します。また、良質な農産物が周年切

れ目なく出荷できる特性を生かし、産地全体のブランド化を目指します。 

さらに、生産（１次）・加工（２次）・販売（３次）を併せて行う６次産業

化の取組を推進します。 

また、商業については、“出雲”の知名度を生かし、市内で製造される商品の

ブランド化を図ることにより、市内企業の販路拡大を支援します。 

【施策の体系】 

出雲ブランドによる販売促進支援
（再掲）

出雲シティセールスの推進

農業生産工程管理（ＧＡＰ）導入の
推進

出雲ブランドの確立

出雲ブランド化の推進

特産品の知名度確立と産地のブラン
ド化

６次産業化の推進

【計画】 

（１）出雲シティセールスの推進 

  ① 縁結び情報発信 

    出雲暮らし情報に関する映像やコンテンツを活用し、定住関連、神在

月・縁結びのまち出雲のＰＲ情報の発信を強化していきます。 

  ② 産業観光情報発信 

    本市の様々な産業に従事する「人」や、出雲の個性ある「食」を活用し

た情報・イベントを全国に発信し産業観光の振興につなげます。 

  ③ プロスポーツ化支援 

    なでしこリーグをめざして活動する女子サッカーチームの強化を支援

していきます。 

  ④ 出雲歴史文化遺産魅力発信 

    市内に多数ある歴史文化遺産を観光資源としてＰＲを図ります。 

（２）出雲ブランド化の推進 

① 出雲ブランド化推進市民委員会の活動等 

出雲ブランド化推進市民委員により、あらゆる分野における地域の魅力
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を再発見し、市内外へ情報発信する取組を市民とともに拡げます。 

② 地域コミュニティ、団体、学生等の活動との連携 

コミュニティセンター、地域活性化や地域の魅力再発見に取り組む団体

及び学生等と連携し、ネットワーク化を図ることにより、その取組を拡げ

ます。 

③ 「日本の心のふるさと出雲」応援寄附 

     市の発展を願う郷土出身の方々や、市に心を寄せていただく全国のみ

なさまから、広く寄附を募り「日本の心のふるさと出雲応援基金」に積

立て、次年度以降、指定された使途に基づき、出雲の観光や産業、福祉、

教育、環境など幅広い分野の事業に活用します。 

（３）特産品の知名度確立と産地のブランド化 

① 特産品の知名度確立 

他産地に先がけて全国の市場に並ぶ「早出しデラウェア」、野菜ソムリ

エやパティシエといった専門家から高い評価を受ける「西条柿」「多伎い

ちじく」、出西地区でしか育たない「出西しょうが」など、既に一定の知

名度を持つ農産物のほか、近年は地元産の米を給餌された「こめたまご」

「まい米
まい

牛
ぎゅう

」といった畜産ブランド品も生まれています。生産段階で一層

の高品質化を図るとともに、商品パッケージや販売戦略の工夫により、特

産品の知名度確立を図ります。 

② 産地のブランド化 

多種多品目の果樹・野菜・花卉の産地である特性から、年間を通して切

れ目なく、出雲の特産品が市場に並ぶ「産地ブランド」を目指し、生産・

出荷体制の構築と販売強化を図ります。 

（４）６次産業化の推進 

農林水産物の生産だけでなく、加工場、直売所、農家レストラン、ジビ

エ料理といった取組を併せて行い、新たな付加価値を生み出す６次産業化

が注目されています。国・県の補助制度等を活用し、新商品の開発・加工、

販路開拓、施設整備等を推進します。 

（５）農業生産工程管理（ＧＡＰ）導入の推進 

  農業生産活動の持続性を確保するため、食品安全、環境保全、労働安全

に関する点検項目を定め、実施、記録、点検、評価を繰り返し行うＧＡＰ

の取組を進め、農産物に対する国際的な信頼性の向上、東京オリンピック・

パラリンピックにおける食材供給など、安全性、高品質性をアピールして

いきます。 
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（６）出雲ブランドによる販売促進支援（再掲） 

① 出雲ブランド商品認定制度 

全国更には全世界へ流通するに値するオンリーワン・ナンバーワンの商

品を「出雲ブランド商品」として認定し、幅広く情報発信することで企業

の販売促進を支援するとともに、出雲の認知度及びイメージの向上を図り

ます。 

  ② 出雲推奨商品認定制度 

商工関係団体で組織する出雲推奨商品認定委員会の「出雲推奨商品認定

制度」を支援することで、企業の生産意欲の向上や販売促進、販路拡大を

図るとともに、市内において製造される魅力ある商品を広く情報発信しま

す。 

③ 特産品等販路拡大事業 

県外において、地元産品の情報発信や販路拡大を図り、あわせて観光情

報の発信も行います。 

【数値目標】 

 ○出雲ブランド化の推進 

※「出雲ブランド化の推進」について、「満足している」と「どちらかとい

えば満足している」の割合   

目標設定時現状値 

(平成２８年６月) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

２６．２％ 

 

３２．７％ 

 

  

  

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

１２，９５０件 

 

２３，０００件 

 

 

 

 

市民満足度調査「出雲ブランド化の推進（地域の魅力情報発信）」の「満足度」 

「日本の心のふるさと出雲」応援寄附件数（年間） 
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○出雲ブランドによる販売促進支援 

  

 

  

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

１６件 

 

３０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 

シティセールス事業 

（総合政策部） 

推進 推進 推進 推進 推進 縁結びのまち出雲の魅力の情

報発信 

出雲ブランド化推進事業 

（総合政策部） 

推進 推進 推進 推進 推進 出雲の魅力再認識・情報共

有・情報発信等 

新農林水産振興がんばる

地域応援総合事業 

（農林水産部） 

推進 

検証 

推進 推進 

 

推進 推進 県の農林水産業活性化計画に

基づく施設整備等の補助 

特産振興事業・特認事業

［農業ＦＦＦ事業］ 

（農林水産部） 

推進 

検証 

推進 推進 

 

推進 推進 園芸作物等の施設整備・販売

促進、多様な農業者の取組に

係る補助 

農産物直売・加工販売事

業［ひかわ元気農業支援

事業］（農林水産部） 

推進 推進 推進 推進 推進 直売所・加工・６次産業化等

に係る施設整備等の補助 

出雲ブランド商品認定事

業（経済環境部） 

継続 継続 継続 継続 継続 出雲ブランド商品の認定・情

報発信・販路拡大支援 

特産品等販路拡大事業

（経済環境部） 

継続 継続 継続

検証 

継続 継続 県外における地元産品の情報

発信や販路拡大 

出雲市伝統工芸支援事業

（経済環境部） 

継続 

検証 

継続 継続 

 

継続 継続 市の伝統工芸品の販路拡大支

援 

水産業総合対策事業 

（農林水産部） 

推進 推進 

検証 

推進 

 

推進 推進 

検証 

水産物のブランド化へ向けた

開発及び生産拡大の支援 

【再掲】出雲ブランド商品認定制度による認定数（累計） 
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４ 歴史文化遺産と観光資源の発信 
 

歴史文化のシンボル空間整備 

【基本方針】 

「神話の国出雲」を代表する出雲大社周辺を歴史・文化のシンボル空間と位

置づけ、関連の道路や街なみ環境の整備を図り、出雲大社、県立古代出雲歴史

博物館とその周辺を巡る、心地よいまち歩きにふさわしい歴史回廊を整備しま

す。 

特に、出雲大社の表参道である神門通りの再生整備と、門前町の賑わいを取

り戻した観光商店街の更なる活性化対策等によって、神話の国出雲の中心地と

しての求心力を高めます。 

【施策の体系】 

ご縁広場（吉兆館・駐車場）の再整
備

街なみ環境の整備

歴史文化のシンボル空間整備 神門通りの整備

神門通りの賑わい創出

【計画】 

（１）神門通りの整備 

出雲大社の参詣道である神門通り線について、１工区（勢溜～大鳥居北詰）

に続き、吉兆館交差点までの区間の整備促進に努め、出雲大社の参詣道にふ

さわしい景観に配慮したグレードの高い歩行空間の形成を図り、観光客の回

遊性を高め、通りへの賑わいを創出します。 

（２）神門通りの賑わい創出 

神門通りの賑わいの創出を図るため、道の駅「ご縁広場」の機能強化及び

泉源施設の有効活用により、出雲大社門前町の玄関口として集客力を高め、

「ご縁広場」を起点とした大鳥居から勢溜へのまちあるきを推進します。 

あわせて、観光商店街としての神門通りの空き店舗活用を進めるため、空

き店舗での創業、新規出店にかかる家賃等の一部を助成するほか、商業環境
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の向上を図るための施設・設備整備や支援を行い、観光商業の活性化による

魅力ある街づくりを目指します。 

また、看板や標識等の多言語化、Ｗi-Ｆi 設置やクレジット端末設置など

受入環境の整備を支援します。 

（３）街なみ環境の整備 

神門通り地区の街なみ（建物）修景の整備助成等により、住む人、訪れる

人が潤いと安らぎを実感できる門前町にふさわしい景観の保全・形成に努め

ます。 

（４）ご縁広場（吉兆館・駐車場）の再整備 

   ご縁広場（吉兆館・駐車場）については、施設・設備が老朽化している

ことから現在の建物を改修し、観光振興を図るための事業提案を民間から

公募して検討します。 

【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 

神門通り整備事業（県） 

(都市建設部) 

継続 継続 継続 継続 継続 

 

神門通りの無電柱化、美装

化、宇迦橋の架け替え、修景

整備 

観光商店街の活性化 

（経済環境部） 

推進 推進 推進 推進 推進 空き店舗対策、商業環境整備

支援、ご縁広場の機能強化 

建物修景助成 

(都市建設部) 

継続 継続 継続 完了  街なみ環境整備地域内にお

ける建築物に対する修景助

成 

インバウンド推進事業 

（経済環境部） 

推進 推進 推進 推進 推進 訪日外国人を対象とした誘

客事業 

ご縁広場（吉兆館・駐車

場）の再整備 

（経済環境部） 

検討 推進 推進 推進 推進 観光振興を図るためのご縁

広場（吉兆館・駐車場）の再

整備 

 

出雲観光ブランドの開発と情報発信 

【基本方針】 

出雲大社「平成の大遷宮」により多くの観光客が訪れたことから、それに

続く新たな観光資源を創出し、既存の観光地と合わせて国内外に積極的に情
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報発信することで、「観光地出雲」の認知度、イメージの向上を図ります。 

また、「国立公園満喫プロジェクト」への大山隠岐国立公園の選定、「日本

遺産」認定への取組や「国引きジオパーク構想」に基づく取組など新たな出

雲ブランドによる情報発信に努めます。 

【施策の体系】 

出雲観光ブランドの開発と情報発信
新たな観光資源の発掘と既存観光素
材の活用

観光情報の発信

【計画】 

（１）新たな観光資源の発掘と既存観光素材の活用 

  ① 出雲シティセールス（出雲食の情報発信） 

出雲シティセールスの一環として出雲そばや出雲ぜんざいに代表され

る出雲の特色ある「食」を全国にアピールし、産品振興、観光誘客、まち

づくりにつなげます。 

  ② 「大山隠岐国立公園満喫プロジェクト」選定と「国引きジオパーク構想」

の取組 

「大山隠岐国立公園」が平成２８年(2016)７月に環境省の国立公園満喫

プロジェクトに選定されました。国立公園エリア内の日御碕・鷺浦地域を

中心に、２０２０年の東京オリンピックに向けて国・県・市・地域が連携

して取り組む「ステップアッププログラム」に基づき環境整備や国内外か

らの誘客を実施します。 

    また、「国引きジオパーク構想」に基づき、地層・岩石・火山にみられ

る地質学的に貴重な場所を基盤として、そこに息づいた人々の歴史・文

化を有機的に結びつけ、地球の多様な物語を楽しむジオパークの取組を

関係機関と連携して実施します。更に両事業を連携させ効果的な事業実

施及び情報発信に努めます。 

③ 「地域が誇る観光スポット」の活用 

     平成２４年度(2012)から地域住民が主体となって意欲的にＰＲしたい

観光素材を「地域が誇る観光スポット」として市内４０か所を認定して

います。今後は、地域住民と連携して、「ボランティアガイド」や「かた

りべ」といったおもてなし組織の育成、看板等の環境整備などによりお

もてなしの取組を強化するとともに、隠れた観光素材として宣伝し、誘

客及び周遊力の向上につなげます。 
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④ スマートフォンアプリケーションによる情報発信・提供 

    中海・宍道湖・大山圏域市長会が整備したスマートフォンアプリケー 

ション「縁むすびスマートナビ」により観光周遊コースや観光施設・観光

資源、食など出雲の魅力を最新情報で提供し、まちあるきを促進します。 

  ⑤ 出雲神話・歴史空間の活用 

    出雲大社を中心とした出雲に息づく神話のＰＲ、出雲弥生の森博物館や

荒神谷博物館、県立古代出雲歴史博物館を拠点とした、古代出雲の文化、

史跡、文化財の情報提供や資料保存に努め、歴史・文化の継承と発展に寄

与するとともに、歴史空間としてのグレードを高めます。 

    また、認定を目指している日本遺産については、認定後、地域の歴史的

魅力や特色を通じて本市の文化・伝統を語るストーリーを新たな出雲の魅

力として情報発信し、誘客に努めます。 

（２）観光情報の発信 

  ① 県外へのＰＲ活動 

    マスコミや旅行会社への訪問宣伝活動、旅行雑誌への記事及び広告掲載、

都会地での観光ＰＲ広告の掲出を行います。また県外でのイベント等の開

催を通し、出雲の認知度を高めます。さらに出雲縁結び空港名古屋線の就

航、中国横断自動車道尾道松江線の開通に伴い、山陽四国方面や関西圏、

中京圏からの誘客促進に向けたＰＲに努めます。 

  ② インターネットによる情報提供 

    常に多彩で新鮮な観光情報を提供するため、出雲観光協会によるホーム

ページの運営を支援するとともに、フェイスブックなどソーシャルネット

ワークシステムや、YouTube などの活用を図ることにより、多様な情報発

信を行います。 

  ③ 目的、対象に応じたＰＲ素材の作成配付 

    発地着地の別や年齢層といった、対象となる観光客の特性に応じたパン

フレット等のＰＲ・啓発ツールを作成することで、効果的効率的な観光Ｐ

Ｒを行います。 
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【数値目標】 

○新たな観光資源の発掘と既存観光素材の活用 

 

 

  ※おもてなし組織とは、ボランティアガイドや「かたりべ」など、観光客対応に取り

組む地元組織   

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

９団体 

 

１５団体 

 

 

 

   

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

２２０人 

 

３００人 

【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 

シティセールス事業 

（経済環境部） 

推進 推進 推進 推進 推進 出雲そば、出雲ぜんざいなど

の出雲食の情報発信 

観光誘客推進事業 

（経済環境部） 

推進 推進 推進 推進 推進 重点的な観光ＰＲ活動、 

テーマ別観光ルートの開発 

 

観光スポットにおけるおもてなし組織数 

観光スポットにおけるおもてなし組織の登録者数 
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５ 観光ネットワークの整備と拡充 
 

観光資源の整備、ネットワーク化 

【基本方針】 

出雲が有する豊かな自然資源と恵まれた歴史文化資源の整備・活用、さらに

は文化・スポーツイベントの充実等により観光資源の魅力向上を図るとともに、

広域観光の推進などによって、観光資源のネットワーク化を推進し、多様化す

る観光ニーズに対応した魅力ある観光地づくりを図ります。 

また、美しく豊かな海岸線、湖、川、森などを生かした交流人口の拡大のた

め、スポーツ・レジャー空間としての活用を図ります。 

【施策の体系】 

　 インバウンド（外国人訪日観光）の
推進

スポーツ・レジャー空間の活用

旧大社駅の活用

観光資源の整備、ネットワーク化 観光資源の整備・活用

周遊・滞在型観光の充実・強化

広域観光連携の推進

【計画】 

（１）観光資源の整備・活用 

美しい景観の保全及び環境の美化促進により、癒し空間としての観光地づ

くりを進めるとともに、古代出雲文化遺産や歴史的文化資源、伝統芸術・文

化の保護、発掘、継承、創造と利活用を図ることによって、神話の国出雲に

ふさわしい自然・歴史・文化の観光地づくりを進めます。 

（２）周遊・滞在型観光の充実・強化 

  ① まちあるき観光とツーリズムの促進 

歴史、文化、自然などの地域資源を生かし、観光客のニーズに合わせた

まちあるき観光を促進します。また、地域住民による田舎ツーリズムへの

取組を支援し、農業や田舎暮らし体験、食を生かした滞在力の強化を図り



第３章 産業・観光都市の創造 

- 75 - 

ます。さらに、各種産業との連携による新たなツーリズムを開発するとと

もに、冬季ならではの観光素材を発掘することで、観光入込客数を増やし、

宿泊増加に向けた方策を検討実施します。 

② 地場産業との連携と体験型観光の推進 

ぶどうや柿、いちじく、かんしょなどの特産品の収穫体験園や、地場産

業との連携を図り、新たな観光資源の創出に努めるとともに、多様化する

旅行者ニーズに対応するため、出雲の自然を生かした体験型観光メニュー

を提供し滞在時間の延長を目指します。 

また、出雲そばに代表される、地域の伝統・特色ある「食」の素材を活

用したイベントや情報発信を行うことにより、食文化を通じた交流・誘客

を促進します。 

③ 文化・スポーツイベントの誘致 

地域固有の伝統と文化の披露の場や、全国で活躍する出雲市出身者をは

じめ、市に関わる芸術文化の人材との連携等により、内外の優れた芸術に

接する機会となる文化イベントや、スポーツ・レクリエーション施設を活

用した大型スポーツ大会やイベント、コンベンションの誘致により、全国

からの誘客を図ります。 

また、合宿、企業による研修、会議セミナー及び研修旅行について補助

制度を活用し誘致に努めます。 

（３）インバウンド（外国人訪日観光）の推進 

新たな観光市場を開拓するため、海外からの観光誘客を推進します。具体

的には海外の旅行会社の出雲への観光商品造成支援、海外へのプロモーショ

ン活動、外国語対応ガイドの組織化、出雲観光大使などの幅広い人脈を生か

した情報発信、旅行会社との商談会の開催、宿泊施設や店舗など受入機能の

強化など、出雲への来訪動機づけを推進します。 

特に、高度医療機関の集積と癒し空間としての自然、温泉などをからめた

医療ツーリズムや「縁結びのまち出雲」、「日本文化発祥の地出雲」を世界に

アピールする機会として国際映画祭の開催について検討を進めます。 

また、出雲縁結び空港や米子鬼太郎空港、フェリーの海外定期航路を中心

に、東アジアとの国際路線の利用や新規就航を中海・宍道湖・大山圏域で取

り組みます。 

（４）広域観光連携の推進 

① 広域観光の推進 

島根県観光連盟、神話の国縁結び観光協会、中海・宍道湖・大山圏域市

長会、山陰インバウンド機構、中海・宍道湖・大山圏域ＤＭＯ（仮称）な

どの広域団体や近隣地域と連携し、地域全体の魅力向上と一体的な情報発
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信による誘客を促進します。 

② 公共交通機関との連携と周遊力の強化 

公共交通機関と連携し、周遊機能が高まる商品づくりなどに努めるほか、

観光客の周遊の拡大をはかるため二次交通対策を検討します。また、周遊

性を高めるためレンタサイクル事業の充実を図ります。さらに、自動車旅

行の利便性が高まるよう、パンフレット等の作成や、道の駅・サービスエ

リアなどでの情報提供に努めます。 

（５）スポーツ・レジャー空間の活用 

日御碕、キララビーチに代表される美しく豊かな海岸線、宍道湖・神西湖

周辺、斐伊川・神戸川流域、さらに立久恵峡などの森と水を生かし、交流人

口の拡大のため、市内各種施設と連携しながら様々なスポーツ・レジャー空

間としての活用を図ります。 

（６）旧大社駅の活用 

    旧大社駅は、国の重要文化財に指定されており、重要な文化・観光資源

です。ＪＲ西日本米子支社、㈱山陰中央新報社、地域と連携し、駅舎を活

用したイベントなどの開催により、観光誘客を図ります。 

【数値目標】 

○周遊・滞在型観光の充実・強化 

   

    

目標設定時現状値 

(平成２８年末) 

 

 

目標値 

(平成３３年末) 

 

１，１９８万人 

 

１，２００万人 

【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 

観光振興事業、観光誘客

推進事業（経済環境部） 

推進 推進 推進 推進 推進 周遊・滞在型観光ルート開発 

スポーツツーリズム推進 

レンタサイクル事業 

（経済環境部） 

推進 推進 推進 推進 推進 レンタサイクルを活用した周

遊 

閑散期宿泊対策支援 

（経済環境部） 

推進 推進 推進 推進 推進 コンベンション、合宿、企業

研修開催支援による誘客の推

進 

観光入込客数（年間） 
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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 

インバウンド推進事業 

（経済環境部） 

推進 推進 推進 推進 推進 訪日外国人を対象とした誘客

事業、中海・宍道湖・大山圏

域ＤＭＯ（仮称）及び山陰イ

ンバウンド機構との連携 

出雲観光協会支援事業 

（経済環境部） 

推進 推進 推進 推進 推進 観光誘客、振興のための出雲

観光協会への支援 

旧大社駅活用事業 

（経済環境部） 

推進 推進 推進 推進 推進 旧大社駅を活用した誘客事業 

 

観光推進・支援体制の整備 

【基本方針】 

出雲観光協会と連携し、市民と観光関連団体、観光事業者、市が一体となっ

て、観光客に対してホスピタリティ（心からのおもてなし）を提供する体制を

整備するとともに、「おもてなしの心」の醸成を図り、受入体制のレベルアップ

による観光客の誘致に努めます。 

【施策の体系】 

観光推進・支援体制の整備 観光客受入体制の整備

観光振興事業

【計画】 
（１）観光客受入体制の整備 

① 観光案内所の運営 

県内最大の観光地である出雲大社周辺や出雲日御碕灯台付近、また、交

通の主要結節点であるＪＲ出雲市駅に開設している観光案内所等を活用

し、観光客のニーズにあわせた観光情報を提供します。 

② 観光ボランティアガイドの充実 

主要観光地ごとに組織されつつある観光ボランティアガイドの養成や

質の向上、意識啓発のための研修会開催などについて支援します。また、

観光客が気軽にガイドを利用できるよう、定時ガイドの普及・定着を図り

ます。 

③ 観光事業者の啓発 

観光事業者を対象とした接客マナー研修会等を実施することにより、お

もてなしの意識啓発を図り、快適な観光地づくりを進めます。 
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④ インバウンド観光（外国人の訪日観光）の受入機能強化 

  観光施設への Wi-Fi 設置を行うとともに、民間観光施設、宿泊施設等

への環境整備として、Wi-Fi 設置やクレジット端末設置について支援し

ます。 

また、宿泊施設や店舗などへの研修会を開催し、受入機能の強化を図

ります。 

⑤ 出雲観光大使・出雲子ども観光大使による情報発信 

市内外で活躍し出雲に愛着がある方を「出雲観光大使」に委嘱し、幅広

い人脈を生かし、出雲の魅力を情報発信し、一層の観光誘客を図ります。 

市内の小・中学校を対象に、修学旅行で県外を訪れる児童・生徒を「出

雲子ども観光大使」に委嘱し、旅行先で広く出雲をＰＲしてもらうことで

観光誘客を図るとともに、児童・生徒が改めて出雲の良さを実感し、郷土

（ふるさと）への愛着を育むとともに、おもてなしの心を身につけること

を目指します。 

（２）観光振興事業 

① 観光協会の充実 

平成２７年(2015)６月に一般社団法人出雲観光協会となり、４つの専門

委員会を設置し組織強化を図っています。島根県観光連盟など他の広域観

光団体と連携しながら、魅力的な観光地づくりを推進するとともに、自主

財源の確保や体制強化を図り、官民一体となって観光事業の振興を促進し

ます。 

② 出雲大社「平成の大遷宮」以後の観光対策 

６０年ぶりとなる出雲大社「平成の大遷宮」を機に多くの観光客が訪れ

るとともにテレビ、雑誌等の多くのメディアで出雲が取りあげられ、出雲

の知名度は高まりました。これを契機とし、新たな誘客事業や市民の観光

ボランティア活動など、官民挙げたおもてなしの実践により、引き続き出

雲を訪れ、市内の観光スポットを周遊する取組を展開します。 

また、正月やゴールデンウィークなど出雲大社を中心に交通渋滞が発生

しているため、その対策を講じます。 

③ 宿泊機能強化支援 

 出雲大社の「平成の大遷宮」により観光入込客数が大きく増加してい

ますが、宿泊者数については宿泊施設の収容力も限られており微増に留 

まっています。そこで、宿泊機能を強化するため、新たな宿泊施設の建

設、既存宿泊施設の増築に対して支援します。 
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【数値目標】 

○観光客受入体制の整備 

   

  

目標設定時現状値 

(平成２８年末) 

 

 

目標値 

(平成３３年末) 

 

６１万人 

 

８０万人 

 

   

    

目標設定時現状値 

(平成２８年末) 

 

 

目標値 

(平成３３年末) 

 

６，１００人 

 

１０，０００人 

 

   

   

目標設定時現状値 

(平成２８年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

１件 

 

５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 

観光振興事業 

（経済環境部） 

推進 推進 推進 推進 推進 出雲観光大使・出雲子ども観
光大使活用、各種観光振興イ
ベントに対する助成 

観光誘客推進事業 

（経済環境部） 

推進 推進 推進 推進 推進 周遊観光の推進、観光客の動

向調査 

出雲観光協会支援事業 

（経済環境部） 

推進 推進 推進 推進 推進 観光誘客、振興のための出雲

観光協会への支援 

観光案内所管理運営事業 

（経済環境部） 

推進 推進 推進 推進 推進 観光案内所の運営 

インバウンド推進事業

（経済環境部） 

推進 推進 推進 推進 推進 訪日外国人を対象とした誘客

事業 

 

市内宿泊者数（年間） 

外国人宿泊者数（年間） 

宿泊施設新築数（累計） 


