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１ 都市機能の充実 
 

中心市街地の整備 

【基本方針】 

市街地内の環状道路である医大前新町線・高砂町渡橋線をはじめ、幹線街路

を計画的に整備促進し、都市基盤の整備を図ります。 

【施策の体系】 

中心市街地の整備 中心市街地整備（街路事業）

【計画】 

（１）中心市街地整備（街路事業） 

中心市街地の渋滞緩和、都市機能の充実を図るため、幹線道路を計画的に

整備します。 

現在施工中の路線については、早期の完成を図ることとし、未着手の路線

については、施工中の路線の整備状況、都市計画道路の見直し等を踏まえ検

討します。 

① 都市計画道路出雲市駅前矢尾線（県） 

本市の玄関口であり市街地の南北軸となる本路線について、国道 

１８４号から国道９号までの区間の事業整備促進に努めます。 

② 都市計画道路下沢高西線（市） 

中心市街地の環状線間のアクセス道として、引き続き整備を進めま

す。 

③ 都市計画道路医大前新町線（市）、都市計画道路高砂町渡橋線（市） 

中心市街地の中環状線として、引き続き整備を進めます。 

【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 

都市計画道路出雲市駅前矢

尾線３工区（県） 

完了     L=620m  W=27m 
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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 

都市計画道路下沢高西線２

工区（都市建設部） 

継続 完了    L=210m  W=16m 

〃 医大前新町線 

４工区（都市建設部） 

継続 継続 継続 継続 継続 L=450m  W=16m 

 〃 高砂町渡橋線 着手 継続 継続 継続 継続 L=340m W=16m 

（都市建設部） 

 

東部都市拠点の整備 

【基本方針】 

本市と松江市を結ぶ交通の要衝であり、第二の都市核である平田地域におい

て、街路整備を促進し、東部都市拠点としての都市基盤整備を図ります。 

【施策の体系】 

東部都市拠点の整備 平田地域市街地整備（街路事業）

【計画】 

（１）平田地域市街地整備（街路事業） 

① 都市計画道路中町瑞穂大橋線（県） 

平田地域市街地から国道９号や山陰自動車道、出雲空港等へのアクセ

ス機能の向上を図るため、国道４３１号寺町交差点から藪崎城の前線ま

での区間の整備促進に努めます。 

② 都市計画道路元町中の島線（市） 

灘分鰐淵線元町交差点から幸橋までの区間について、拡幅整備を進め

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 

都市計画道路中町瑞穂大

橋線（県） 

完了     L=191m  W=14m 

 

 〃 元町中の島線 

（都市建設部） 

完了     L=181m  W=12m 
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２ 広域交通網の整備 
 

高速道路等の整備促進 

【基本方針】 

広域交通網の主軸となる山陰道をはじめとする高速道路ネットワークの早期

構築と、宍道湖・中海圏域の高規格な８の字ルートを形成する広域交通の連絡

軸である地域高規格道路境港出雲道路の整備を促進し、他圏域との交流の拡大

を図ります。 

【施策の体系】 

高速道路等の整備促進 山陰道の整備促進

地域高規格道路境港出雲道路の整備
促進

【計画】 

（１）山陰道の整備促進 

県内の山陰道については、現在、尾道松江線及び広島浜田線との重複区間

を含めて、供用率は約５９％にとどまっています。また、出雲ＩＣ以西の区

間約１３０km のうち、未事業化区間が約１８km あります。この未事業化区

間の早期事業化及び事業中区間の早期供用を関係機関に強く働きかけます。 

出雲～仁摩間については、現在、全線が事業化されており、平成２９年度

(2017)に朝山・大田道路、平成３０年度(2018)に多伎・朝山道路がそれぞれ

供用開始となる見込みです。その他、供用開始時期が未定である出雲・湖陵

道路、湖陵・多伎道路、大田・静間道路、静間・仁摩道路を含め、全線の早

期供用を図るため、関係機関に強く要望します。 

（２）地域高規格道路境港出雲道路の整備促進 

地域高規格道路境港出雲道路のうち、矢尾町から東林木町までの４．２

㎞が一般国道４３１号東林木バイパスとして、平成２６年(2014)３月に全

線暫定供用されました。 

しかし、境港出雲道路は、全線約７０㎞のうち供用区間は１２㎞余りに

とどまり、残る区間の多くは整備方針等も明らかでないことから、早期事

業化への取組を、関係機関に強く働きかけていきます。 
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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 

山陰道出雲～仁摩間

（国） 

継続 継続 継続 継続 継続 出雲～仁摩間 

L=37.1km、W=20.5m 

地域高規格道路境港出

雲道路（県） 

継続 継続 継続 継続 継続 出雲～美保関間 

L=約 70km 

 

国道改良及び交通安全施設等整備 

【基本方針】 

国道における交通量の増加、多発する交通事故に対応をするため、改良整備、

交差点改良、交通安全施設整備を強く働きかけ、慢性的な渋滞の解消と交通安

全対策を図ります。 

【施策の体系】 

国道改良及び交通安全施設等整備

国道１８４号の整備促進

国道９号の整備促進

国道４３１号の整備促進

【計画】 

（１）国道９号の整備促進 

都市計画道路神戸橋神西沖線の４車線拡幅の事業化、神西小入口交差点以

西等の歩道等交通安全施設の整備、直江交差点の改良整備の推進、また、出

雲バイパス全線の４車線化を国に働きかけます。 

（２）国道４３１号の整備促進 

現在、事業中である国富工区及び西林木工区の歩道整備の促進と、園町の

歩道整備の早期事業化に努めます。 

（３）国道１８４号の整備促進 

乙立町地内の改良整備及び佐田町地内の改良整備、歩道整備の早期事業化

に努めます。 
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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 

国道９号神戸橋神西沖

線（国） 

継続 継続 継続 継続 継続 L=約 3.7km、W=30m 

国道４３１号交通安全

施設整備（県） 

継続 継続 継続 継続 継続 国富工区 L=約 1.7km 

国道１８４号改良整

備・交通安全施設整備

（県） 

継続 継続 継続 継続 継続 乙立町の改良整備など 

 

出雲河下港の利用及び整備促進 

【基本方針】 

出雲河下港の積極的なポートセールスにより港の周知に努めるとともに、湾

内の静穏度向上に寄与する沖防波堤の整備を促進し、出雲圏域の海運拠点とし

ての機能強化を図ります。 

【施策の体系】 

出雲河下港の利用及び整備促進 出雲河下港の利用促進

沖防波堤の整備促進

【計画】 

（１）出雲河下港の利用促進 

「出雲河下港」の愛称のもと、県・商工団体・地元住民と連携して県内

外でのポートセールスに努め、出雲圏域の人・物の海の流通拠点化を図り

ます。 

（２）沖防波堤の整備促進 

港内の静穏度を確保し、年間を通して、安定的な利用が可能となる沖防

波堤の整備が早期に実現されるよう努めます。 
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【数値目標】 

○出雲河下港の利用促進 

 

 

  ※出雲河下港（垂水地区、小津地区）の取扱出入貨物量 

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

１７２，１５９ｔ 

 

１７５，０００ｔ 

 

 

 

  ※出雲河下港（垂水地区、小津地区）の利用船舶数 

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

１９３隻 

  

２００隻 

【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 

出雲河下港の利用促進

（経済環境部） 

推進 推進 推進 推進 推進 関係機関・団体との連携・調

整、ポートセールスの実施 

河下港港湾改修事業（県） 継続 継続 継続 継続 継続 沖防波堤整備 

（L=310m） 

 

出雲縁結び空港の整備・利用促進 

【基本方針】 

出雲縁結び空港は、本市の空の玄関口であるとともに、山陰を代表する拠点

空港であり、一層利用を促進し、国内路線のさらなる拡充を図るとともに将来

的な国際路線就航に向けた国際チャーター便の確保に努めます。 

 

取扱出入貨物量（年間） 

利用船舶数（年間） 
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【施策の体系】 

出雲縁結び空港の整備・利用促進 出雲縁結び空港の整備・利用促進

【計画】 

（１）出雲縁結び空港の整備・利用促進 

広域交流の推進、産業経済の振興・発展を図るため、空港周辺住民の住環

境に配慮しつつ、出雲縁結び空港の設備充実と機能強化を関係機関に働きか

けます。 

また、２１世紀出雲空港整備利用促進協議会を通じて一層の利用促進を図

り、国内路線においては、就航先や就航便数の増加などの利便性向上に努め

るとともに、１０年ぶりに運行再開した名古屋線の路線定着化に努め、中京

圏との交流拡大を図ります。さらに国際路線においては、関係機関と協力し、

将来的な定期便就航を目的とした国際チャーター便の確保に努めます。 

【数値目標】 

 ○出雲縁結び空港の整備・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) 

 

８２．９万人 

 

９０万人 

 

【主要事業】 

 

 

 

出雲縁結び空港就航便の利用者数（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 

出雲空港利用促進事業 

（総合政策部） 

推進 推進 推進 推進 推進 出雲縁結び空港の機能強化、

利用促進の拡充 
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鉄道の整備促進 

【基本方針】 

本市と大都市圏とを結ぶ基幹的公共交通として、また地域住民の生活交通と

して重要な役割を果たすＪＲの利用促進を図るとともに、高速化やアクセス時

間短縮等の利便性の向上に努めます。 

【施策の体系】 

鉄道の整備促進 鉄道（ＪＲ）の整備促進

【計画】 

（１）鉄道（ＪＲ）の整備促進 

① 鉄道の高速化 

山陰新幹線や中国横断新幹線、フリーゲージトレイン（軌間自由可変電

車）などの高速鉄道の早期導入を関係機関へ働きかけます。 

② 山陰本線利用促進 

島根県鉄道整備連絡協議会等の各種団体によるＪＲの利便性向上や活

性化のための事業を推進し、利用促進を図ります。 

【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 

山陰本線鉄道利用促進事

業 

（総合政策部） 

推進 推進 推進 推進 推進 山陰新幹線、中国横断新幹

線、フリーゲージトレインの

導入推進、山陰本線利用促進 
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３ 地域内幹線道路の整備 
 

県道及び交通安全施設等整備 

【基本方針】 

主要地方道及び一般県道の整備を促進し、各地域間の移動時間の短縮による

地域内交流の促進を図ります。また、現在整備中の路線の早期供用、未事業化

路線の早期事業化に努めます。 

【施策の体系】 

一般県道出雲平田線

一般県道大社立久恵線

その他の県道

県道及び交通安全施設等整備

主要地方道出雲奥出雲線

一般県道斐川上島線

主要地方道出雲三刀屋線

主要地方道斐川一畑大社線

【計画】 

（１）主要地方道出雲三刀屋線 

現在事業中である上塩冶工区及び上島工区の事業を促進するとともに、残

区間が早期事業化されるよう努めます。 

（２）主要地方道斐川一畑大社線 

現在、事業中である地合工区、相代工区及び鷺浦工区の改良整備、美保～

塩津間及び河下～猪目間の災害防除を促進するとともに、猪目町の改良整備

が早期事業化されるよう努めます。 

（３）主要地方道出雲奥出雲線 

現在、事業中である野尻２工区の改良整備の促進に努めます。 
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（４）一般県道斐川上島線 

現在、事業中である武部２工区の改良整備の促進に努めます。 

（５）一般県道出雲平田線 

出雲地域と平田地域を直結する地域内幹線道路として、現在、事業中であ

る川跡２工区及び西代工区の改良整備の促進に努めます。 

（６）一般県道大社立久恵線 

現在、事業中である乙立工区の改良整備を促進するとともに、芦渡町から

乙立町までの未改良区間について、ルート・手法を検討のうえ、改良整備が

早期事業化されるよう努めます。 

（７）その他の県道 

現在、事業中の県道の事業を促進するとともに、未整備路線の早期事業化

を要望し、実現に努めます。 

【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 

主要地方道出雲三刀屋線 

（県） 

継続 継続 継続 継続 継続 改良計画全体延長 

（Ｌ=約 11.2km） 

主要地方道斐川一畑大社

線（県） 

継続 継続 継続 継続 継続 地合工区 

相代工区 

鷺浦工区 

災害防除 

主要地方道出雲奥出雲線

（県） 

継続 継続 継続 継続 継続 野尻２工区 

（L＝620m、W＝9.25m） 

一般県道斐川上島線 

（県） 

継続 継続 継続 継続 継続 武部２工区 

（L=約 2.1㎞、W=8.0m） 

一般県道出雲平田線 

（県） 

継続 継続 継続 継続 継続 川跡２工区 

（L=500m、W=9.75m） 

西代工区 

（L=600m、W=10.75m） 

一般県道大社立久恵線

（県） 

継続 継続 継続 継続 継続 乙立工区 

（L=890m） 
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市道及び交通安全施設等整備 

【基本方針】 

市内各地域間の交流促進や本市の一体的かつ均衡ある発展を図るため、「幹線

市道整備１０か年計画」に基づく主要な市道の整備を進めます。 

また、その他市道のうち、市民生活に密着した生活道路の整備を計画的に進

めます。 

【施策の体系】 

市道及び交通安全施設等整備 幹線市道整備

国・県事業、その他事業関連市道整
備

生活道路整備

橋梁長寿命化計画に基づく予防保全

【計画】 

（１）幹線市道整備 

国道・県道及び学校等の公共施設並びに地域・集落を連絡する市道の「幹

線市道整備１０か年計画」に基づく整備を進め、安全で利便性の高い幹線道

路網の構築を図ります。 

現在施工中の路線については、早期の完成を図り、未着手の路線について

は、施工中の路線の整備状況等を見ながら着手時期等を検討します。 

（２）国・県事業、その他事業関連市道整備 

斐伊川放水路事業や新内藤川・赤川改修事業、湯谷川改修事業等の国・県

事業等に関連する市道の整備を行い、各事業の円滑な推進を図ります。 

（３）生活道路整備 

生活環境道路改良事業により、市民生活に密着した道路の整備を行い、住

環境の改善を図ります。 

（４）橋梁長寿命化計画に基づく予防保全 

橋梁、トンネル等の長寿命化を図るため、計画的な予防保全を進めます。 
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【主要事業】 

（１）幹線市道整備 

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 

市道長浜神社下線 

（都市建設部） 

完了     L＝約 1.3㎞、W＝9.25ｍ 

市道松寄下浜線 

（都市建設部） 

継続 継続 継続 継続 継続 L＝約 1.1㎞、W＝12.0ｍ 

市道神西６１号線 

（都市建設部） 

継続 継続 継続 継続 継続 L＝約 0.5㎞、W＝9.25ｍ 

 

市道高松８号線 

（都市建設部） 

継続 継続 継続 継続 継続 L＝約 0.7㎞、W＝9.75ｍ 

市道中筋浜線 

（都市建設部） 

継続 

 

継続 

 

継続 

 

継続 

 

継続 

 

L＝約 0.8㎞、W＝10.75ｍ 

 

市道板津線 

（都市建設部） 

継続 継続 継続 完了  L＝約 0.8㎞、W＝9.25ｍ 

市道才谷毛津線 

（都市建設部） 

継続 継続 継続 継続 継続 L＝約 1.3㎞、W＝5.0ｍ 

市道城川石場線 

（都市建設部） 

継続 継続 継続 継続 継続 L＝約 2.0㎞、W＝4.0ｍ 

市道大西新線 

（都市建設部） 

継続 完了    L＝約 0.3㎞、W＝9.25m 

 

市道下遙堪２２号線、菱

根３５号線（都市建設部） 

継続 継続 継続 継続 継続 L＝約 1.9㎞、W＝5.0ｍ 

  

市道上庄原北筋線 

（都市建設部） 

継続 継続 完了   L＝約 0.4㎞、W＝6.5ｍ 

市道学頭大竹線 

（都市建設部） 

継続 完了    L＝約 0.2㎞、W＝7.0ｍ 

   

市道柳谷田儀駅前線 

（都市建設部）             

継続 完了    L＝約 0.1㎞、W＝5.0ｍ 
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（２）国・県事業、その他事業関連市道整備 

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 

市道藪の町中の島線 

（都市建設部） 

完了     L＝約 0.2㎞、W＝5.0ｍ 

平田船川・湯谷川関連 

市道高松３０１号線 

（都市建設部） 

継続 継続 継続 継続 継続 L＝約 1.4㎞、W＝9.25ｍ 

新内藤川・赤川関連 

市道高松４２号線外 

（都市建設部） 

継続 継続 継続 完了  斐伊川放水路関連 

 

市道柏王線、中屋線 

（都市建設部） 

完了     L＝約 0.7㎞、W＝4.0ｍ 

佐田クリーンセンター関連 

市道今市６号線外２線 

（都市建設部） 

継続 継続 継続 継続 継続 L＝約 0.7㎞、W＝14.0ｍ 

まちづくり事業関連 

市道窪田八幡原線 

（都市建設部） 

継続 継続 継続 継続 継続 L＝約 4.0㎞、W＝5.0ｍ 

まちづくり事業関連 

市道多伎学校線２工区 

（都市建設部） 

継続 完了    L＝約 1.0㎞、W＝7.5ｍ 

まちづくり事業関連 

市道来原線 

（都市建設部） 

継続 継続 継続 継続 完了 L=約 0.6 ㎞  W=9.5ｍ 

 まちづくり事業関連 
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４ 広域連携・他圏域との交流 
 

広域連携の推進 

【基本方針】 

交通基盤の整備や情報通信手段の急速な発展・普及により住民の生活圏・経

済圏が行政区域を越えて拡大し、様々な分野で市域を越えた広域的・効率的な

取組が必要となっています。多様化・広域化する住民ニーズに対応するため、

近隣自治体の優れた特性を相互に生かすことによる連携・協力を一層推進しま

す。 

【施策の体系】 

広域連携の推進 自治体間の連携・協力

【計画】 

（１）自治体間の連携・協力 

共通する行政課題の解決、多様化・広域化する住民ニーズへの対応、圏域

一体となった情報発信等によるさらなる魅力アップのため、中海・宍道湖・

大山圏域市長会（出雲市・松江市・安来市・米子市・境港市）や出雲の國・

斐伊川サミット（出雲市・雲南市・奥出雲町・飯南町）等により他の自治体

と協力・連携して、より広域的、一体的な行政の推進を図ります。 

また、国が推進する定住自立圏構想などを活用し、魅力や活力のある地域

づくりを進めます。 

【数値目標】 

○自治体間の連携・協力 

 

 

※「他市町村との連携の推進」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) 

 

１８．６％ 

 

２０％ 

市民満足度調査「他市町村との連携の推進」の「満足度」 
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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 

中海・宍道湖・大山圏域

市長会事業（総合政策部） 

推進 推進 推進 推進 推進 圏域振興ビジョンに基づく事

業の推進 

出雲の國・斐伊川サミッ

ト事業（総合政策部） 

継続 継続 継続 継続 継続 文化、観光など様々な分野の

交流・連携事業の推進 

定住自立圏構想の推進

（総合政策部） 

継続 継続 継続 継続 継続 定住自立圏構想共生ビジョン

に基づく事業の推進 

 

国際・国内交流活動の推進 

【基本方針】 

市民及び市民団体等と連携した多文化共生の地域づくりと、国際化社会に対

応できる人材の育成を目指し、民間国際交流団体と連携して多様な国際交流活

動を支援します。 

また、国内の友好都市との交流活動に取り組み、経済、産業、芸術文化、ス

ポーツ、観光など幅広い分野において、市民交流への拡大を図ります。 

あわせて、ふるさと応援団として活動する本市出身者会の取組を支援します。 

【施策の体系】 

国際・国内交流活動の推進

国内友好交流都市間の交流促進

出身者会活動の支援

多文化共生の推進

国際交流の推進

【計画】 

（１）多文化共生の推進 

「出雲市多文化共生推進プラン」に掲げる４つの施策の柱に基づく具体的

な取組について、全庁的な取組とともに市内の公的機関、市民団体、町内会

(自治会)・企業及び市民と連携・協働して実施し、多文化共生の推進に努め

ます。また、本市の外国人住民の中でブラジル人が最も多いため、日本人住
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民と在住外国人住民との架け橋となるポルトガル語通訳・翻訳嘱託員及びブ

ラジル国際交流員を配置し、相互理解と交流の促進に努めます。 

（２）国際交流の推進 

① 市民交流の推進と民間国際交流団体の支援 

民間国際交流団体や市民の自主的な国際交流活動を推進するため、各団

体の活動を支援します。 

② 友好都市・姉妹都市との交流 

ア）アメリカ サンタクララ市、フィンランド カラヨキ市 

民間国際交流団体が中心となり、中学生の親善交流事業、高校生の

ホームステイ交流事業をはじめ青少年を中心とする交流を推進します。 

イ）中国 漢中市 

民間国際交流団体が中心となり、芸術、文化、スポーツ、経済、産

業、環境等の幅広い分野での交流を推進します。 

ウ）フランス エビアン市、アイルランド ダンレアリー・ラスダウン市 

民間国際交流団体が行う、芸術文化、スポーツ交流の取組を支援し

ます。 

③ 国際交流員の招致 

国際交流都市のある国に加え、新たにブラジルからの国際交流員を招致

し、異文化紹介、地域・学校等での自国文化の紹介、地域との交流の架け

橋となる活動、翻訳・通訳活動などを通して、国際交流の裾野の拡大を図

ります。 

④ 出雲国際交流会館の活用と今後の用途検討 

異文化講座や国際交流・研修活動等の利用に加え、隣接する健康・スポ

ーツ施設等との相互利用により、スポーツや音楽、芸術文化活動等の多様

な交流拠点として、幅広い活用を図ります。また、「公共施設のあり方指針」

に基づく将来の当会館の用途及び国際交流拠点施設のあり方について検討

します。 

⑤ その他の都市との国際交流 

民間国際交流団体等が実施する自主的で活発な交流活動を支援します。 

（３）国内友好交流都市間の交流促進 

行政間の交流を中心に、経済、文化、観光など特色のある交流に取り組み

ながら市民交流への拡大を目指します。 

① 津山市及び諫早市との交流 

３市間での職員の相互派遣や共通する行政課題について調査・研究を行

い、その解決に向けた取組に努めます。 

② 桜井市、琴平町、田辺市、東吾妻町及び豊中市との交流 
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それぞれの市町と意見交換しながら民間交流を含めた交流を推進しま

す。 

（４）出身者会活動の支援 

出身者会の郷土発展に寄与する活動や、ふるさと情報発信活動等の促進を

図るため、ふるさと応援団としてのネットワークの維持、拡大を支援すると

ともに、出身者会への情報提供の充実に努めます。 

【数値目標】 

 〇国際交流の推進 

 

 

 

目標設定時現状値 

(平成２８年６月) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

１．４点 

 

１．７点 

          

〇多文化共生の推進 

 

 

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

３０．４％ 

 

３０％台 

  ※割合は５年前の外国人住民の人口を分母とし、その後の５年間住み続け

ている外国人住民を分子にして得た割合 

【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 

多文化共生の推進 

（総合政策部） 

推進 推進 推進 推進 推進 

検証 

外国人住民のコミュニケーシ

ョン支援、外国人住民の生活

支援、多文化共生の地域づく

り、多文化共生推進のための

体制整備 

 

市民満足度調査「国際交流の推進」における満足度点数 

５年以上住み続けている外国人住民の割合 
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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 

市民交流の推進と国際

交流団体の育成・支援 

（総合政策部） 

継続 継続 継続 

 

継続 継続 国際姉妹都市・友好都市等と

の交流活動の支援 

サンタクララ市との交

流（総合政策部） 

継続 継続 継続 継続 継続 少年少女親善訪問、高校生海

外体験学習、芸術文化等の交

流 

漢中市との交流 

（総合政策部） 

継続 継続 継続 継続 継続 経済・環境、芸術文化・スポ

ーツ交流 

エビアン市との交流 

（総合政策部） 

継続 継続 継続 継続 継続 芸術文化・観光交流 

カラヨキ市との交流 

（総合政策部） 

継続 継続 継続 継続 継続 教育・芸術文化交流、中学生・

高校生海外体験学習 

ダンレアリー・ラスダ

ウン市との交流 

（総合政策部） 

継続 継続 継続 継続 継続 文化・スポーツ交流、少年サ

ッカー交流の支援 

国際交流員の招致 

（総合政策部） 

継続 継続 継続 継続 継続 多文化共生の推進、異文化紹

介講座、地域・学校等での文

化紹介、翻訳・通訳 

国際交流会館の活用 

（総合政策部） 

継続 継続 継続 継続 継続 異文化講座、各種交流・研修

活動、スポーツ、音楽、芸術

文化等への活用 

国際交流会館のあり方

検討（行政改革部・総合

政策部） 

検討 検討 検討 検討 

 

国際交流会館の用途及び国際

交流拠点施設のあり方につい

て検討 

その他の都市との国際

交流（総合政策部） 

継続 継続 継続 継続 継続 少年少女親善訪問、国際交流

団体活動の支援 

国内友好交流都市との

交流事業 

（総合政策部等） 

継続 継続 継続 継続 継続 まちづくり会議の開催、職員

の相互派遣研修等 

出身者会活動支援事業

（総合政策部） 

継続 継続 継続 継続 継続 出身者会活動の支援 

 

 


