
地域振興課 地域まちづくり計画、コミュニティ
センター、市民活動の支援 支所本館2階

市民生活課
戸籍・住民票、国民健康保険、環
境保全、市民税、固定資産税など
（税務課を統合）

支所本館1階

健康福祉課

地域福祉、障害者福祉、高齢者福祉、
健康など 支所中庁舎

子育て支援、母子保健、児童家庭、
保育所など

ひらた子育て
支援センター

産業振興課 商工振興、農水産業振興、林業基
盤整備など 支所本館2階

建設課 道路・河川、市営住宅、公園、市道、
土木工事、河川しゅんせつなど 支所本館2階

上下水道課 上水道、下水道など 支所第1分庁
舎1階

地域振興課 地域まちづくり計画、コミュニティセンター、
市民活動の支援

市民福祉課 市民生活課と健康福祉課の統合

産業建設課 産業振興、道路・河川、土木工事、上下水道など

地域振興課 地域まちづくり計画、コミュニティセンター、
市民活動の支援

大社町史編さん室 歴史資料の収集・保存活用、市史の刊行など

市民生活課 戸籍・住民票、国民健康保険、環境保全、市
民税、固定資産税など

健康福祉課 地域福祉、障害者福祉、高齢者福祉、健康、
子育て支援、母子保健など

産業建設課 産業観光課と建設課を統合

観光推進室 観光振興、商工振興など

【本　庁】

政策企画部

政策課 総合計画、政策調査、国内友好都市交流など 本庁2階

秘書課 市長・助役の秘書事務、表彰など 本庁2階

広報情報課 情報政策、広報広聴活動、相談、消費者行政、ホームページ、携帯電話など 本庁2階

総 務 部

総務課 例規、行財政改革、情報公開制度、災害対策、防災計画、統計調査など 本庁2階

交通政策課 公共交通、生活バス、交通安全組織、防犯、防犯灯など セントラルビル2階

人事課 職員の任免・採用・給与・服務、職員研修、福利厚生など 本庁2階

情報管理センター 住民情報・内部情報システムの開発・運用・管理など NTTビル別館

人権同和政策課 同和対策、人権擁護、人権相談、啓発的教育活動など 出雲市隣保館

財 政 部

財政課 財政計画、歳入歳出予算の編成・運用、地方交付税など 本庁2階

管財室 市有財産の活用・管理、土地開発公社、庁舎の保守・管理など 本庁3階

庁舎整備室 庁舎の整備など 本庁3階

市民税課 市民税・県民税の賦課・調定、軽自動車税、所得証明など 別館1階

収納対策室 市税・国保料（税）・介護保険料などの徴収など 別館1階

資産税課 固定資産税・都市計画税などの賦課・調定、資産などの証明など 別館1階

会計管理課 予算の執行管理、物品などの入札参加者指名審査、庁用車両の管理など 本庁2階

工事検査課 入札参加指名審査、工事の積算基準・入札・検査など 第2別館2階

地域振興部

自治振興課 コミュニティセンター、地域協議会、自治会・町内会、定住など 本庁2階

市民活動支援課 生涯学習、青少年育成、ボランティア普及、NPO支援、男女共同参画など 本庁2階

少子対策課 少子化対策、乳幼児医療、子育て支援、児童虐待防止、児童手当、保育所など 本庁1階

市民課 戸籍・住民票、斎場の管理運営、住基ネットワークなど 本庁1階

文化観光部

観光政策課 観光振興、観光協会、自然公園、観光施設の管理運営など セントラルビル3階

芸術文化振興課 芸術文化祭、芸術文化団体、阿国座（仮称）のソフト部門など 出雲交流会館

文化財課 文化財の保護・活用、埋蔵文化財調査など 北部庁舎1階

出雲弥生博物館創設準備室 出雲弥生博物館（仮称）の建設、出雲弥生の森の整備・管理など 北部庁舎1階

スポーツ振興課 スポーツ振興、体育施設の管理・運営、大型スポーツイベントなど セントラルビル3階

国際交流課 国際友好交流都市、国際交流など セントラルビル3階

健康福祉部

福祉推進課 民生・児童委員、福祉医療、敬老事業、高齢者福祉、障害者福祉、生活保護など 本庁1階

介護保険課 介護保険事業、保険料の賦課・調定・口座振替、認定申請・調査、給付など 本庁1階

健康増進課 健康教育・相談、基本健康診断、がん検診など 本庁1階

食育推進室 食育のまちづくりの推進など 本庁1階

医療政策課 地域医療の推進、総合医療センターの改革、診療所の管理など 総合医療センター

保険年金課 国民健康保険の運営・賦課・調定、老人保険、国民年金、出産一時金・葬祭費の給付など 本庁1階

環境事業部

環境保全課 環境保全、共同墓地、飼い犬の登録、狂犬病予防注射、ISO14001の維持など 第3別館1階

資源リサイクル課 一般廃棄物収集、リサイクル、清掃施設の管理、犬・猫の死体処理など 第3別館1階

　出雲エネルギーセンター、出雲環境センター、出雲クリーンセンター　

産業振興部

産業誘致課 新産業の創出、新製品の研究開発・販路拡大支援、新エネルギー開発、企業誘致など 別館3階

商工振興課 商工鉱業振興、商店街空き店舗対策、雇用促進、勤労者福祉対策など 別館3階

農業政策課 農業・畜産振興、米の生産調整、特産物振興、地産地消など 別館3階

農業支援センター 農業経営・改良普及、担い手育成、農業制度資金など JAいずも営農部

アグリビジネススクール アグリビジネスの推進、起業支援など 島根県出雲合同庁舎

農林基盤課 森林保全、有害鳥獣対策、林道・農道、かんがい排水施設、土地改良区の連絡・調整など 別館3階

水産振興課 水産振興、漁港・漁場整備、漁村振興など 別館3階

建設事業部

建設企画課 国・県河川事業、斐伊川・神戸川治水事業、国道バイパス事業、山陰自動車道建設事業など NTTビル1階

道路建設課 用地、建設、事業調整、整備計画など NTTビル1階

道路河川維持課 交通規制、土木委員会、道路パトロール、治水、河川のしゅんせつ・浄化、港湾・海岸整備など NTTビル1階

地籍調査課 地籍調査、原簿・原図の保管など 北部庁舎1階

建築管理課 市営住宅、建築確認、市有建築物の設計・施工など 第3別館2階

都市整備部

都市計画課 都市計画、土地区画整理、民間大規模開発の調整、市営駐車場・駐輪場、公園の指定・管理など さかやビル

まちづくり推進課 まちづくり交付金事業、街なみ環境整備事業、景観条例など さかやビル

大社門前町建設室 門前町の整備、阿国座（仮称）の整備など さかやビル

街路課 都市計画街路事業など さかやビル

上下水道局

水道営業課 総合計画、入札参加資格審査、水道料金の調定・徴収、開栓閉栓の受付など 上下水道局庁舎1階

水道施設課 水道事業計画、水質検査、水道メーターなど 上下水道局庁舎1階

浄水管理課 取水・浄水・送水、水源地・浄水場の管理など 来原浄水場

下水道管理課 下水道使用料、排水設備工事指定業者、合併処理浄化槽、農・漁集施設の管理など 上下水道局庁舎2階

下水道建設課 下水道整備事業、受益者負担金などの賦課・徴収など 上下水道局庁舎2階

出納室 出納事務、指定金融機関など 本庁1階

議会事務局 議会運営事務、請願・陳情、議会傍聴、市政各般資料収集など 本庁3階

選挙管理委員会事務局 選挙の執行、選挙人名簿の登録、選挙の啓発など 本庁2階（総務課内）

監査委員事務局 定期監査、随時監査、決算審査例月出納検査など 本庁3階

公平委員会 職員の勤務条件に関する措置の要求、不利益処分の不服申立ての審査など 本庁3階（監査委員事務局内）

固定資産評価審査委員会 固定資産課税台帳に記録された価格に関する不服の審査決定など 本庁2階（総務課内）

農業委員会事務局 農地利用、農業生産・経営・生活の調査・研究、農業者年金など セントラルビル2階

教育委員会

教育政策課 教育委員会会議、人事、学校管理経費の経理、学校保健など 別館2階

幼児教育室 幼児教育、幼稚園、保育所との連携 別館2階

平田教育事務所 平田出張所教育課の名称変更 平田支所1階

河南教育事務所 佐田、多伎、湖陵の3出張所の教育課を統合し、名称変更 湖陵支所1階

大社教育事務所 大社出張所教育課の名称変更 大社支所1階

学校教育課 小中一貫教育、学校運営理事会、特別支援教育、スクールヘルパー、学校同和教育など 別館2階

教育施設課 学校施設の建設・営繕・管理など さかやビル

出雲科学館 科学館を活用した小中学生の理科学習など 出雲科学館

図書政策課 各図書館間のネットワーク化の推進、読書指導、図書館運営など 別館2階

出雲中央図書館、平田図書館、佐田図書館、海辺の多伎図書館、湖陵図書室、大社図書館　

学校給食課 給食計画、学校給食における「食育」に関する指導・地産地消の推進など 出雲学校給食センター

出雲学校給食センター、平田学校給食センター、佐田学校給食センター、多伎学校給食センター、湖陵学校給食センター、大社学校給食センター

消 防 本 部

消防総務課 人事、消防広報、財産管理、庁舎管理など 消防本部

予防課 危険物の指導取締り、防火管理者・消防用設備の指導など 消防本部

警防課 火災証明、救命講習、救急証明、消防団など 消防本部

出雲救命救急センター 救急の高度化、救急隊員の教育など 消防本部

指令課 緊急出場の指令、気象情報、火災警報など 消防本部

出雲消防署 各種災害対応、火災予防、火災調査、救急法指導など 消防本部

本署、西部分署、南部分署、斐川出張所

平田消防署 各種災害対応、火災予防、火災調査、救急法指導など 平田消防署

大社消防署 各種災害対応、火災予防、火災調査、救急法指導など 大社消防署

【総合医療センター】

診 療 部 内科、外科、眼科、小児科、整形外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、産婦人科、皮膚科ほか

総合医療センター

医療技術部 画像検査科、臨床検査科、薬剤科、リハビリテーション技術科、栄養科

看 護 部 各病棟 入院患者の看護・介護など

事 務 局
病院管理課 人事、会計経理、物品の契約など

医事課 患者の受付・入退院事務など

地域医療連携室 医療機関相互の連携、医療相談など

健康管理センター 基本健診、人間ドックなど

愛 宕 苑 看護･介護科 入所者の看護・診療補助・日常生活の指導など

【平田支所】

地域振興課 地域まちづくり計画、コミュニティ
センター、市民活動の支援 支所本館2階

市民生活課
戸籍・住民票、国民健康保険、環
境保全、市民税、固定資産税など
（税務課を統合）

支所本館1階

健康福祉課

地域福祉、障害者福祉、高齢者福祉、
健康など 支所中庁舎

子育て支援、母子保健、児童家庭、
保育所など

ひらた子育て
支援センター

産業振興課 商工振興、農水産業振興、林業基
盤整備など 支所本館2階

建設課 道路・河川、市営住宅、公園、市道、
土木工事、河川しゅんせつなど 支所本館2階

上下水道課 上水道、下水道など 支所第1分庁
舎1階

【佐田支所】【多伎支所】【湖陵支所】

地域振興課 地域まちづくり計画、コミュニティセンター、
市民活動の支援

市民福祉課 市民生活課と健康福祉課の統合

産業建設課 産業振興、道路・河川、土木工事、上下水道など

【大社支所】

地域振興課 地域まちづくり計画、コミュニティセンター、
市民活動の支援

大社町史編さん室 歴史資料の収集・保存活用、市史の刊行など

市民生活課 戸籍・住民票、国民健康保険、環境保全、市
民税、固定資産税など

健康福祉課 地域福祉、障害者福祉、高齢者福祉、健康、
子育て支援、母子保健など

産業建設課 産業観光課と建設課を統合

観光推進室 観光振興、商工振興など
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