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１ 環境先進都市の構築 
 

循環型社会の構築（ごみ・し尿対策） 

【基本方針】 

大量生産、大量消費、大量廃棄型の社会から、環境負荷を低減し、資源やエ

ネルギーを効率よく利用した豊かな自然とのふれあいが保たれる循環型社会へ

の転換を図ります。 

このため、３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）の取組などごみ減量

施策を推進し、廃棄物対策はもとより生産、流通、消費を含めた社会経済活動

全般にわたる環境への取組を行います。 

【施策の体系】 

次期可燃ごみ処理施設の整備

し尿・浄化槽汚泥処理施設における
環境に配慮した適正処理と再資源化

循環型社会の構築(ごみ・し尿対策)

ごみの適正処理

排出抑制及び再使用の推進

再生利用の推進

【計画】 

（１）排出抑制（リデュース）及び再使用（リユース）の推進  

① ごみ減量に関する情報の発信 

啓発映像、広報紙、テレビＣＭ、インターネットを活用したごみ減量に

関する情報の発信を行うとともに、小学生や地域住民等を対象にしたごみ

減量講習等を実施し、広く市民にごみ減量に関する情報を提供します。 

  ② ごみ減量をより効果的に推進するための施策 

平成２１年(2009)７月から実施している市内スーパー食品レジでのレ

ジ袋無料配布中止の取組拡大とマイバッグ持参運動の継続的推進、小売店

や製造業者に対して過剰包装自粛の働きかけなど、ごみ減量化に対する意

識の高揚を図り、市民、事業者、行政の協働によるごみ減量化に積極的に

取り組みます。また、ごみ処理手数料の見直し、事業系ごみの減量化支援
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等について、引き続き検討します。 

  ③ 再使用の推進 

市民のリサイクルショップの活用を促進するとともに、不用品交換の場

（市民から提供された古着を販売する古着市等）を提供します。 

（２）再生利用（リサイクル）の推進  

公用収集やリサイクル団体による資源回収を継続実施していくとともに、

リサイクルステーションの適正配置や古着の地域回収拠点の拡大を検討し

ます。 

（３）ごみの適正処理 

  ① 適正な分別 

ごみの適正な分別については、ごみの分け方・出し方ガイドブックや収

集カレンダーなどの紙媒体、市広報に加え、無料配信するごみ出しおたす

けアプリを活用し、市民に分かりやすい周知を推進します。また、外国人

への周知徹底を図るため、外国語版アプリの導入を進めます。 

  ② 適正な収集・運搬 

ごみ収集の迅速化と良好な生活環境保持のため、ごみ集積場を設置する

自治会等に設置経費の一部を助成します。 

③ 不法投棄や不適正排出の防止 

不用品回収業者への指導とともに、不法投棄や不適正排出の防止に向け

て監視・指導体制を強化します。 

  ④ 災害時の対策 

災害時に一時大量に発生する廃棄物の処理計画を策定し、災害廃棄物の

迅速かつ円滑な処分手順などを定めるとともに、災害発生に備える事項を

整理し、平常時から体制を整えます。 

  ⑤ 適正な最終処分 

    出雲エネルギーセンター等の中間処理施設において、ごみの適正処理・ 

資源化に努め、最終処分量を減らし、埋立処分場の延命化を図ります。 

（４）次期可燃ごみ処理施設の整備 

出雲エネルギーセンターに替わる次期可燃ごみ処理施設は、平成３４年

度(2022)当初の本稼働をめざし、整備を推進します。 

（５）し尿・浄化槽汚泥処理施設における環境に配慮した適正処理と再資源化 

出雲環境センターにおいては、膜分離高負荷脱窒素処理や高度処理など

により、環境に配慮したし尿や浄化槽汚泥の処理を実施します。 

また、処理の過程で発生する汚泥と給食センターから排出される生ごみ
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を肥料化することにより、再資源としての活用を図ります。 

【数値目標】 

○排出抑制及び再使用の推進 

 

 

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

６０，９６１ｔ 

（△２．７％※） 

５８，１０５ｔ 

（△７．２％※） 

             ※対平成２３年度比 

○ごみの適正処理 

 

 

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

８，２３７ｔ 

（１３．５％※） 

７，８４５ｔ 

（１３．５％※） 

                 ※対当該年度のごみ排出量 

【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 

排出抑制及び再使用の推進 

（経済環境部） 

推進 推進 推進 推進 推進 ごみの減量化・再使用の推進 

 

再生利用の推進 

（経済環境部） 

推進 推進 推進 推進 推進 リサイクル等の推進 

 

ごみの適正処理 

（経済環境部） 

推進 推進 推進 推進 推進 分別の徹底、適正な収集・運

搬・処理・処分・中間処理・

最終処分 

次期可燃ごみ処理施設の整

備（経済環境部） 

推進 推進 推進 推進 推進 古志採石場跡地への次期可燃

ごみ処理施設の整備 

し尿・浄化槽汚泥処理施設

での環境に配慮した適正処

理と再資源化（経済環境部） 

継続 継続 継続 継続 継続 し尿・浄化槽汚泥の適正処理

と再資源化の推進 

 

ごみ排出量（削減率）（年間） 

ごみの最終処分量（最終処分率）（年間） 
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環境保全施策の推進 

【基本方針】 

環境への関心が高まる中、「第２次出雲市環境基本計画」に基づき、市民が健

康で快適に暮らしていける環境の維持向上のための施策を一体的に推進します。 

【施策の体系】 

環境保全施策の推進 生活環境の向上

広域連携による取組の推進

環境教育の推進

市民協働による一斉清掃等の実施

海岸漂着ごみ対策の推進

【計画】 

（１）生活環境の向上 

健康で快適な生活環境を目指し、産業型公害・生活型公害を防止する活

動を推進します。また、飲料容器や吸殻等の散乱防止に努め、環境美化を

推進します。 

① 大気汚染対策 

ダイオキシン類等の有害物質や二酸化炭素等の放出を防ぐため、関係機

関と連携を図りながら廃棄物の適正処理の指導・監視、自動車の効率的使

用による排ガスの抑制等を推進します。 

② 水質浄化対策 

河川や湖等の水質浄化を推進するため、中小河川の水質検査を行い、水

質状況の把握に努めます。また、宍道湖、神西湖及びそれらへの流入河川

について、地域住民に水質浄化を啓発します。 

その他、工場・事業場の排水に対し、監視・指導を行うとともに、家庭

排水対策、合併処理浄化槽の設置促進、維持管理の指導など、生活排水対

策を進めます。 

③ 騒音・振動対策 

騒音規制法・振動規制法により指定された地域において、騒音・振動の

発生源となる特定事業場及び特定建設作業の監視・指導を実施します。 
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④ 悪臭対策 

規制地域を中心に監視を行い、浄化槽、畜産施設等の不備など悪臭の発

生源について、関係機関と連携を取りながら管理の徹底、指導に努めます。 

⑤ 土壌汚染対策 

土壌汚染対策法に基づき、関係機関と連携を取りながら管理の徹底、指

導に努めます。 

（２）市民協働による一斉清掃等の実施 

出雲市環境保全連合会をはじめ、市民、事業者、各種団体が主体的に取  

り組み、地域と行政が一体となった市民協働による清掃活動を推進し、６月

の環境月間、１０月のポイ捨て禁止月間を中心に、全市民に協力を呼びかけ

て「市民一斉クリーンデー」「出雲市１８万人ポイ捨て一掃大作戦」を実施

します。 

また、地域住民等による稲佐の浜等の海岸清掃、宍道湖・神西湖、斐伊川、

神戸川等の一斉清掃を支援します。 

さらに、公園・河川・道路等の清掃活動をボランティアで定期的に実施す

る「美化サポートクラブ」を拡大し、その活動を支援します。 

（３）海岸漂着ごみ対策の推進 

海岸清掃については、海岸漂着物処理推進法に基づき、海岸管理者や周 

辺住民等と連携を図りながら引き続き実施します。 

（４）広域連携による取組の推進 

公共用水域は複数の自治体にまたがるものも多く、その管理者は国、県、

市町村など様々です。水質の浄化には、管理者による取組だけでなく、関

係機関との連携が必要不可欠です。 

そのため、中海・宍道湖・大山圏域市長会、宍道湖水環境改善協議会、

宍道湖水質汚濁防止対策協議会等の取組を通じて、国、県、沿岸自治体と

の連携・協力を図りながら、水環境改善につながる事業を効率的かつ着実

に推進します。 

（５）環境教育の推進 

環境保全活動の実践のためには、地球環境や地域の現状についてよく理解

し、何ができるかなど世代に応じて学習していく必要があります。このため、

環境学習・活動の拠点として、斐川環境学習センター、宍道湖グリーンパー

ク、出雲科学館、風の子楽習館、浜遊自然館等の関連施設や各地区コミュニ

ティセンターと連携し、環境意識の啓発に努めます。 
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【数値目標】 

○生活環境の向上 

 

 

  ※水質汚濁の環境基準に係る類型が指定されている河川（斐伊川、神戸川、

平田船川、湯谷川）におけるＢＯＤ（生物化学的酸素要求量）の環境基準

達成率 

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

１００％ 

 

１００％ 

 

 

 

※水質汚濁の環境基準に係る類型が指定されていない河川（山王川、論田

川、小境川、新内藤川、赤川、新町下水、古井手川、十間川、保知石川、

九景川農業排水路、姉谷川、常楽寺川）におけるＢＯＤの市基準達成率 

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

１００％ 

 

１００％ 

 

   

    

※騒音規制法第１８条（常時監視）に基づく自動車騒音の環境基準達成率 

   

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

１００％ 

 

１００％ 

 

 

 

 

 

類型指定河川水質の環境基準達成率（ＢＯＤ） 

類型未指定河川水質の市基準達成率（ＢＯＤ） 

自動車騒音の環境基準達成率 
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○市民協働による一斉清掃等の実施 

 

 

※稲佐の浜、長浜海岸、西浜海岸、多伎海岸等の海岸清掃、宍道湖、神西湖、

斐伊川、神戸川における一斉清掃の参加者数 

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

１０，１４０人 

 

１１，０００人 

 

   

    

※公園・河川・道路等の清掃活動をボランティアで定期的に実施する「美化

サポートクラブ」の登録団体数 

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

３２団体 

 

３５団体 

○環境教育の推進 

   

     

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

１３，７５０人 

 

１４，０００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 

市民協働による一斉清掃等

の実施（経済環境部） 

推進 推進 推進 推進 推進 地域清掃活動、湖岸・河川清

掃活動 

海岸漂着ごみ対策の推進 

（経済環境部） 

推進 推進 推進 推進 推進 海岸清掃及び漂着ごみの処理 

水環境保全 

（経済環境部） 

継続 継続 継続 継続 継続 宍道湖水環境改善協議会等へ

の参画 

環境教育の推進（経済環境部） 継続 継続 継続 継続 継続 自然体験事業の開催 

一斉清掃参加者数（年間） 

美化サポートクラブ登録団体数 

自然体験事業の参加者数（年間） 
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野生動植物との共生と自然環境保護 

【基本方針】 

環境への負荷を低減し、本市の美しく自然豊かな海・山・川・湖を守り、育

み、人と野生動植物が共生できる地域を創造します。 

【施策の体系】 

野生動植物との共生と自然環境保護 自然を守り、自然に親しむ環境づくり

トキ保護増殖事業

【計画】 

（１）自然を守り、自然に親しむ環境づくり 

北山や南部の森林、出雲平野の田園、日本海の砂浜や砂丘、岩礁、斐伊川

や神戸川等の河川、宍道湖や神西湖等の湖沼など、生きものにとって多様な

生息・生育環境に恵まれた本市では、多くの希少な野生動植物の生息・生育

が確認されています。これら希少な動植物の保護を推進するとともに、生

息・生育する環境の保全に向け、普及啓発に努めます。 

また、うさぎ森林公園や目田森林公園、見晴らしの丘公園、風の子楽習館、

浜遊自然館等の自然体験施設を自然の観察や環境学習の場として活用し、自

然とのふれあいの機会を創出します。 

（２）トキ保護増殖事業 

国のトキ保護増殖事業計画の一翼を担い、国際保護鳥トキの絶滅回避と安

定的存続に貢献するとともに、トキをシンボルとして本市の自然環境を守り、

人と自然が共生できる地域づくりを推進します。 

また、トキの一般公開により、トキの保護増殖、野生復帰に対する教育普

及啓発に一層取り組みます。 
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【数値目標】 

○自然を守り、自然に親しむ環境づくり 

   

    

   ※市内４３地区のうち、ホタルの生息が確認された地区の割合 

   

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

６９．７％ 

 

７０％ 

 

○トキ保護増殖事業 

   

    

    ※出雲市トキ分散飼育センターで自然繁殖（自然ふ化・自然育すう）さ

せるトキの累計   

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

１２羽 

 

３３羽 

【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 

自然環境調査研究事業 

（経済環境部） 

継続 継続 継続 継続 

 

継続 自然環境調査及び普及啓発 

トキ保護増殖事業 

（農林水産部） 

推進 推進 推進 推進 推進 トキの飼育・繁殖 

トキをシンボルとした環境保

全事業及び環境教育の展開等 

トキ公開施設整備事業 

（農林水産部） 

推進 推進 推進 推進 推進 トキ公開に必要な施設の整備

を行う 

ホタルの生息が確認された地区の割合 

出雲市で自然繁殖させるトキの数（累計） 
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２ 地球温暖化・省エネルギー対策 
 

新エネルギー導入・利用促進 

【基本方針】 

環境にやさしいまちづくりを推進するため、新エネルギーの導入及び利用を

促進することにより、持続可能な低炭素社会の実現と、地域経済の活性化を目

指します。 

また、新エネルギーに対する市民理解の向上を図り、事業者に対しては、周

辺環境への配慮を求めることで、環境に調和した施設整備を推進します。 

【施策の体系】 

新エネルギー導入・利用促進

公共施設への導入促進

新エネルギーの普及啓発

民間事業者の事業支援

【計画】 

（１）新エネルギーの普及啓発 

  ① 市民、事業者の理解促進 

新エネルギーに関するセミナーの開催や関連施設の見学会等を開催し、

新エネルギーへの理解促進を図ります。 

  ② 国のＪ－クレジット制度の活用 

低炭素社会の実現に向け、国のＪ－クレジット制度を活用した二酸化炭

素排出削減の取組を進めます。 

また、Ｊ－クレジットを購入した排出削減に積極的な企業等の取組を発

信することで、事業者等による制度活用の拡大を目指します。 

（２）民間事業者の事業支援 

  ① 太陽光、風力発電事業の拡大 

普及が進んでいる一般家庭への住宅用太陽光発電設備や、民間事業者が

実施する大規模太陽光発電所（メガソーラー）及び風力発電所の整備に

ついて、事業者に対する情報提供等により、引き続き円滑な導入を支援



第４章 環境・文化都市の創造 

- 90 - 

します。 

  ② 事業可能性調査の活用 

未利用のエネルギー資源について、「中小水力事業化可能性調査」等の

調査結果を活用し、民間事業者の事業化の促進を図ります。 

  ③ バイオマス資源の活用 

バイオマス資源については、「神話の國出雲バイオマス活用推進プラン」

（平成２４年度(2012)策定）に基づき、引き続き利活用を推進します。 

（３）公共施設への導入促進 

災害時の再生可能なエネルギーによる電源供給の必要性も加味しながら、

学校やコミュニティセンター等の新築・改築の機会を捉えた新エネルギー

発電設備の導入を検討します。 

【数値目標】 

○新エネルギーの普及啓発 

 

 

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

６０，１１４ 世帯相当分 

 

６３，０００ 世帯相当分 

【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 

新エネルギー推進事業

（経済環境部） 

推進 推進 推進 推進 推進 新エネルギーの導入促進及び

普及啓発を実施 

 

省エネルギーの推進 

【基本方針】 

深刻化する地球温暖化問題に対応するため、二酸化炭素をはじめとした温室

効果ガスの排出を抑制した低炭素社会の構築が求められています。 

本市においても、市、市民及び事業者が連携し、それぞれの分野で進めてい

る温室効果ガスの排出削減や省エネルギーへの取組をより一層推進します。 

再生可能エネルギー発電設備導入状況（累計） 
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【施策の体系】 

省エネルギーの推進 省エネルギー推進の取組

【計画】 

（１）省エネルギー推進の取組 

低炭素社会の実現に向けて、出雲市省エネルギービジョン推進協議会を中

心に、市、市民及び事業者が一体となって地球温暖化対策に取り組みます。 

また、本市の事務及び事業から排出する二酸化炭素量を削減するため、職

員の率先行動計画である「いずもエコオフィス・アクションプログラムⅢ」

に基づいた取組を着実に実施します。 

【数値目標】 

○省エネルギー推進の取組 

 

 

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

７，５２８ｔ 

 

７，５００ｔ 

 

 

 

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

9,953,540 kWh 

 

9,732,300 kWh 

【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 

出雲市地域省エネルギービ

ジョン推進事業 

（経済環境部） 

継続 継続 継続 継続 継続 出雲市省エネルギービジョン

推進協議会が行う省エネルギ

ー対策等への支援 

市の事務及び事業から発生するCO2の排出量（年間） 

市有施設（事務部門）の電力使用量（年間） 
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３．芸術文化・スポーツの振興 
 

芸術文化の振興 

【基本方針】 

市民一人ひとりが、活力と生きがいをもって、真に心の豊かさと幸せを実感

できる地域社会の形成は、本市のまちづくりの基本であり、これを実現する方

策のひとつとして、芸術文化の振興が挙げられます。 

このため、市民一人ひとりが身近に芸術文化にふれ、親しむことができる事

業の開催や、出雲に根付く伝統文化の保存・継承への支援、市民の文化活動へ

の支援など、芸術文化の振興に資する施策を、平成２７年度(2015)に策定した「出

雲市芸術文化振興指針（第２次）」に沿って総合的な推進を図ります。 

【施策の体系】 

芸術文化の振興
本市の特色を生かした芸術文化活動
の促進

文化を育む環境づくり

文化施設の整備

【計画】 

（１）本市の特色を生かした芸術文化活動の促進 

① 鑑賞機会の充実 

多様化する市民のニーズに応えるため、一流の芸術作品の公演や  

アーティストの招聘事業など様々な分野の催しを、「出雲総合芸術文化祭」

として年間を通じて開催し、市民が優れた芸術作品に触れる機会を提供し

ます。 

② 発表機会の充実 

地域で受け継がれてきた伝統芸能から身近な芸術文化の催しまで、色々

な分野の市民参加型の事業を支援・開催することで、市民自らが主体的に

参加し、かつ発表する機会の提供に努めます。 

③ 「音楽のまち出雲」の推進 

従来から盛んである本市の音楽活動について、出雲芸術アカデミー事業

や出雲ドーム 2000 人の吹奏楽などを引き続き実施し、「音楽のまち出雲」
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の更なる推進に取り組みます。 

 

④ 伝統芸能等の保存・継承 

これまで出雲で培われてきた日本の伝統的文化活動や地域で守り伝えられてきた

神楽、地歌舞伎などの伝統芸能について、その保存・継承活動を支援します。 

（２）文化を育む環境づくり 

  ① 芸術文化を担う人材の育成 

市民や関係団体との連携により、幼少期から芸術文化に親しみ、創造的

な活動が実践できる環境整備に努めるとともに、専門的指導者の養成・確

保に取り組みます。 

② 市民主体の芸術文化活動の促進と支援 

「市民が主役のまちづくり」を推進している中で、市民自らが、創意工

夫により伝統文化の継承や新たな文化活動の創造等、多種多様な事業展開

ができるよう、環境整備を進めます。 

また、国や県、民間団体と連携しながら、活動に対する助成を行うなど、

市民主体の芸術文化活動を支援します。 

（３）文化施設の整備 

本市は、出雲市民会館、ビッグハート出雲等のホール系施設、出雲文化

伝承館や平田本陣記念館等の展示系施設など、多くの特色ある文化施設を

有しています。それぞれの特色を生かした施設の管理・運営に努めるとと

もに、適切な施設整備を行ってまいります。 

【数値目標】 

○本市の特色を生かした芸術文化活動の促進 

   

   

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

８，９２６人 

 

１０，０００人 

 

 

 

 

出雲総合芸術文化祭事業鑑賞者数（年間） 
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○文化を育む環境づくり 

   

   

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

６，１２７人 

 

６，３００人 

 

   

   

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

３９１，８５６人 

 

３９３，０００人 

 

   

   

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

４６，９１５人 

 

４８，０００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 

出雲総合芸術文化祭事業 

（市民文化部） 

継続 継続 継続 継続 継続 年間を通じて芸術文化事業を

展開し、芸術文化に触れる機

会と市民の積極的な参加を創

出 

出雲芸術アカデミー事業

（市民文化部） 

継続 継続 継続 

 

継続 

 

継続 

 

音楽院・音楽研究院等による

器楽・声楽の指導・後継者育

成と演奏活動 

文化団体加入者数 

ホール系文化施設利用者数（年間） 

展示系文化施設利用者数（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 

2000人の吹奏楽事業 

（市民文化部） 

継続 継続 継続 

 

継続 

 

継続 

 

市内の小学生から高校生が中

心に出演する吹奏楽とマーチ

ングの祭典 

文化団体支援事業 

（市民文化部） 

継続 継続 継続 継続 継続 市内文化団体の自主的な活動

を支援 

出雲市民会館改修事業 

（市民文化部） 

継続 継続 継続 継続 継続 出雲市民会館大ホール吊り天

井耐震補強工事ほか 

 

スポーツの振興 

【基本方針】 

スポーツ活動の推進はまちづくりの重要な要素の一つであり、市民一人ひと

りが、それぞれのライフステージに応じて主体的、継続的にスポーツに親しみ、

いつまでもいきいきと暮すことができるよう、生涯スポーツ社会を構築してい

く必要があります。 

この実現に向けて、生きがいづくりに資するスポーツ活動推進施策や、トッ

プアスリートをめざす選手の競技力の向上施策など、スポーツ振興施策を、平

成２８年度（2016）に策定した「出雲市スポーツ推進計画」に沿って総合的に

進めます。 

また、スポーツ活動を支える指導者などの人材の確保と育成や、スポーツ施

設の整備にも取り組み、スポーツ環境の充実を図ります。 

【施策の体系】 

スポーツの振興 スポーツがあふれるまちづくり

スポーツを担う人づくり

スポーツを支えるネットワークづくり

【計画】 

（１）スポーツがあふれるまちづくり 

① ライフステージに応じたスポーツ活動の推進 

     市民の一人ひとりが、それぞれのライフステージに応じてスポーツを楽
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しみ、いつまでもいきいきと暮らすことができるよう、ライフステージに

応じたスポーツ活動の推進を図ります。 

② 各種スポーツ大会の充実 

    市民のスポーツ活動を推進するため、競技スポーツ大会や市民参加型の

スポーツイベント等を、スポーツ関係団体との連携により開催します。 

    また、２０２０東京オリンピック・パラリンピックを契機としたスポー

ツ大会等の実施について、その取組を進めていきます。 

③ スポーツツーリズムの推進 

スポーツと観光を組み合せたイベントの開催や合宿誘致、東京オリンピ

ックの事前キャンプ誘致等に取り組むなど、スポーツツーリズムを推進し

ます。 

また、本市のシティセールスを推進するため、出雲全日本大学選抜駅伝

競走等の大型スポーツイベントやなでしこリーグ参戦をめざす女子サッカ

ーチーム「ディオッサ出雲Ｆ．Ｃ．」への支援を実施します。 

（２）スポーツを担う人づくり 

① 指導者及びボランティアの育成 

    本市のスポーツ団体において、指導者が減少傾向にあることから、スポ

ーツ団体等と連携して、Ｕ・Ｉターン者の活用も含めた指導者の育成・確

保に取り組むとともに、スポーツ大会やスポーツイベントの運営を支える

ボランティアの確保にも取り組んでいきます。 

② 選手強化施策の充実 

    ２０２０東京オリンピック・パラリンピックを迎える中で、全国、さら

には、世界の舞台で数多くの地元出身選手が活躍できるよう、アスリート

の育成強化策に取り組みます。 

（３）スポーツを支えるネットワークづくり 

① スポーツ環境の充実 

    スポーツ施設の長寿命化や効果的・効率的な施設運営に努めるとともに、

新体育館の建設など、新たな施設整備にも取り組みます。 

  ② 学校等とスポーツ団体の連携強化 

    各スポーツ団体の様々なスポーツ活動により本市のスポーツ振興が図ら

れてきたことから、スポーツ団体の更なる組織強化・ネットワーク化を図

るとともに、学校等とスポーツ団体の連携も促進します。 

  ③ スポーツの情報発信 

    市民のスポーツ活動の利便性向上や情報発信を図るため、大会・イベン

トや施設等の情報を提供する総合的なスポーツ情報システムの構築に取り
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組みます。 

【数値目標】 

○スポーツがあふれるまちづくり 

   

 

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

２，７８７人 

 

３，０００人 

 

 

 

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

３，４８０人 

 

３，８００人 

 

 

 

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

７２１，９０６人 

 

７４０，０００人 

 

 

 

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

２０％ 

 

２１％ 

 

 

市民参加型スポーツイベント（市内）参加者数（年間） 

大型スポーツイベント（県外）参加者数（年間） 

スポーツ施設利用者数（年間） 

スポーツ少年団加入率（小学生） 
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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 

プロスポーツ化支援 

（市民文化部） 

継続 継続 継続 継続 継続 プロスポーツへの参入を目指

すチームへの支援 

大型スポーツイベント開

催及び誘致・支援 

（市民文化部） 

継続 継続 継続 継続 継続 プロスポーツや全国規模の

スポーツイベントの開催及

び誘致・支援、スポーツ活動

によるシティセールスの推

進、スポーツツーリズムの推

進 

各種スポーツ大会等の開

催及び支援（市民文化部） 

継続 継続 継続 継続 継続 スポーツ団体による各種ス

ポーツ大会の開催及び支援、

冠大会の開催、市民参加型ス

ポーツ大会の開催・支援 

各種スポーツ教室等の開

催及び支援（市民文化部） 

継続 継続 継続 

 

継続 継続 各種スポーツ教室等の実施、

ニュースポーツの普及促進、

幼少年スポーツ活動の推進 

選手強化施策の充実 

（市民文化部） 

継続 継続 継続 継続 

 

継続 

 

ジュニア期におけるアスリー

トの育成強化、アスリートの

育成強化支援、全国大会等出

場に対する支援 

指導者及びボランティア

の育成・支援 

（市民文化部） 

 

継続 継続 継続 

 

継続 

 

継続 

 

スポーツ推進委員の活動推

進、スポーツボランティアの

確保 

新体育館建設 

（市民文化部） 

推進 推進 推進 推進 推進 新体育館建設の検討・整備の

推進 

スポーツ施設整備 

（市民文化部） 

 

継続 継続 継続 継続 継続 スポーツ施設の効果的・効率

的な管理運営、出雲ドーム人

工芝張替工事ほか 
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歴史文化遺産の保存・活用 

【基本方針】 

本市は、古代からの歴史文化遺産の宝庫です。その価値を市民が再認識する

とともに後世に伝えるため、歴史文化遺産の保存・整備・活用を進めます。 

また、出雲弥生の森博物館を文化財行政の拠点とし、荒神谷博物館や県立古

代出雲歴史博物館と連携しながら、資料の収集、調査・研究を行い、その成果

を全国へ情報発信するとともに、歴史学習の機会を提供し、地域の活性化に生

かします。 

なお、これらの方針については、平成２９年（2017）１月に策定した出雲市

歴史文化基本構想※に基づき、文化財の適切な保存や積極的な活用を図るため

の体制整備や進行管理を行うとともに、具体的に事業化して各種取組を進めま

す。また、事業化にあたっては、市内の文化財を総合的に面としてとらえるこ

とにより見出される新たな魅力を、全面的にＰＲしていきます。 

※歴史文化基本構想：地域に存在する文化財を、指定・未指定にかかわらず幅広く捉えて的確に把握し、

文化財をその周辺環境まで含めて総合的に保存・活用するための構想。文化庁が普及を促進しており、

地方公共団体が文化財保護行政を進めるためのマスタープランとなるもの。 

【施策の体系】 

歴史文化遺産の保存・活用

歴史文化遺産の活用促進

歴史文化遺産ネットワークの構築

歴史文化遺産の保存・整備

歴史文化遺産の調査・研究

日本遺産の認定と活用

【計画】 

（１）歴史文化遺産の保存・整備 

市内に所在する文化財の保存管理体制を充実させるとともに、主要遺跡

等の整備を推進します。 

① 出雲大社国宝本殿・重要文化財施設保存修理事業 

出雲大社国宝本殿や重要文化財建造物の保存修理事業・重文出雲大社境

内遺跡出土品（心御柱等）の保存修理事業等文化財の保存活用整備事業に

対して国・県とともに引き続き支援を継続します。 
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② 田儀櫻井家たたら製鉄遺跡整備・活用事業 

地域住民と専門家等で構成する整備検討委員会において活用方針や具

体的な整備の内容、方法、実施時期等の検討を行い、整備基本計画を策定

し、整備・活用事業を推進します。 

③ 史跡鰐淵寺境内建造物保存修理事業 

国史跡の指定を受け、建造物等の保存修理事業を国・県とともに支援し

ます。 

④ 重文旧大社駅保存修理事業 

  平成３６年（2024）の駅舎建築１００周年を見据え、旧大社駅保存活

用計画に基づき、駅舎の耐震診断を行うとともに、全面的な保存修理を進

めていきます。 

⑤ 史跡荒神谷遺跡保存・改修事業 

     遺跡発掘当時に調査に携わった関係者、市民及び有識者等で構成する遺

跡整備改修検討委員会において、具体的な整備内容等の検討を行い、保

存・改修・活用に関する基本計画を策定し、保存・改修事業を進めていき

ます。 

  ⑥ 出雲国古代道路跡確認調査事業 

      出雲斐川中央工業団地の発掘調査で発見された古代山陰道の道路遺構

を保存し、国史跡指定を目指します。また、指定後の速やかな整備・活用

を検討します。 

    ⑦ 『出雲国風土記』記載遺跡の保存・活用のための調査・研究 

    出雲国風土記編纂１３００年の節目にあたる平成４５年（2033）を目途

に、風土記記載の関連遺跡調査を継続的に進め、古代道跡・寺院跡・役所

跡等を総合的に視野に入れた調査・研究を行い、保護・活用を推進します。 

⑧ 古文書等文献の調査及び保全への取組 

古文書は地域の歴史を物語る貴重な史料であるにもかかわらず、近年、

家の建て替えなどに伴い、急速に消失が進んでいます。この状況に歯止め

をかけるため、市内の古文書の確認調査を進めその保全に努めます。 

  ⑨ 出雲市歴史的風致維持向上計画（仮称）の策定 

    出雲市歴史文化基本構想により文化財の保存・活用を進めるうえで、重

点的に整備を進める必要のある区域については、出雲市歴史的風致維持向

上計画（仮称）を策定し国の認定を目指します。 

（２）歴史文化遺産の調査・研究 

出雲弥生の森博物館を、市内の埋蔵文化財等の文化財調査・研究の拠点

施設として位置づけ、全国の研究機関や研究者と連携しながら、調査・研

究を推進します。 
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① 田儀櫻井家たたら製鉄遺跡調査事業 

史跡田儀櫻井家たたら製鉄遺跡の保存・活用を図るため、整備検討委員

会による基本計画を策定し、越堂たたら跡や田儀櫻井家墓地などの整備を

図っていきます。また、本拠地宮本山内の詳細な調査も実施し、成果を整

備・活用に生かします。 

② 鰐淵寺歴史環境総合調査事業 

鰐淵寺境内が平成２８年(2016)３月に国史跡指定されたことを受け、保

存活用計画を策定し、境内の保存管理、整備活用計画を検討します。また、

境内の環境整備や内容確認のための調査・研究を行います。 

③ 開発事業に伴う埋蔵文化財発掘調査 

出雲大社境内遺跡（出雲大社出土品保存展示施設等）、上塩冶横穴墓群

（県道出雲三刀屋線改良事業）、京田遺跡（出雲湖陵道路建設事業）など、

公共事業及び民間開発事業に伴う埋蔵文化財発掘調査を文化財保護法に

基づき実施します。 

④ 出雲平野の古墳の調査と保存 

   斐川町の県史跡神庭岩船山古墳、神戸川西岸の国史跡宝塚古墳、県史跡 

妙蓮寺山古墳・放レ山古墳等出雲平野での著名な古墳の保存（指定範囲の

確定や修理等）のために、詳細調査を実施します。 

⑤ 指定文化財と指定文化財候補物件の調査・保護の推進 

現在指定されている文化財を調査し、より良い保護施策を進めます。ま

た、各地区の文化財調査協力員等の協力により候補物件の調査を実施し、

文化財保護審議会を通して文化財指定や登録など必要な保護を図ります。 

⑥ 市内文化財の基礎調査の継続 

  出雲市歴史文化基本構想を策定するにあたり、市内の文化財を総合的に

把握するために実施した市内文化財の各種基礎調査については、今後も継

続することとし、市内の文化財が有する資料的価値の再発見に努めます。 

（３）歴史文化遺産の活用促進 

① 出雲弥生の森博物館の活用促進 

弥生時代の「出雲王」が眠る国史跡西谷墳墓群のガイダンス施設として、

その研究成果を展示公開・情報発信するとともに、文化財の調査・研究と

保護･活用を一体的に推進します。 

ア）歴史資料の収集・保管 

出雲弥生の森博物館を拠点に歴史資料の収集に努め、保管体制の充

実を図ります。 

イ）教育普及事業 

文化財調査・研究の成果を展示するとともに、子どもたちから高齢者ま
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で、また、市民から研究者まで、各界各層に応じた歴史学習を、教育委員

会等関係機関・団体と連携して推進します。 

② 歴史文化遺産の情報集積と情報発信 

ア）荒神谷博物館の活用促進 

国宝の出土地である荒神谷遺跡のガイダンス施設として、荒神谷博

物館・荒神谷史跡公園を運営するとともに、出雲神話や出雲国風土記

といった本市の特色ある歴史文化遺産を幅広く活用する情報発信拠点

として、地域文化や観光の振興に努めます。 

イ）文化財の保存活用 

主要遺跡の環境整備などの維持管理や、無形文化財など様々な文化財

の保存活用に努めるとともに、データベース化を進め、情報発信力を

強化します。 

ウ）他分野・他事業との連携協働事業 

観光、産業、スポーツ、まちづくりなど様々な分野の関係機関・団

体及び事業と連携協働し、出雲の歴史・文化を内外に発信する機会を

創出します。 

③ 市民ボランティア団体の育成・支援 

文化財の公開と活用を推進するためにボランティアガイド団体や無形

文化財連絡協議会、文化財調査協力員等の組織強化と活動支援を図ります。 

（４）日本遺産の認定と活用 

出雲の歴史文化遺産の魅力を全国に情報発信し、誘客による地域の活性 

化を図るために、日本遺産の認定を目指します。認定後は、日本遺産を活

用するための推進体制を整え、様々な魅力発信事業を推進します。 

（５）歴史文化遺産ネットワークの構築 

① 近隣歴史系博物館等との連携協力 

出雲弥生の森博物館、荒神谷博物館、そして、近隣の県立古代出雲歴史

博物館、雲南市加茂岩倉遺跡ガイダンスの４館と連携協力し、出雲地域の

魅力を発信する諸施策を継続して実施します。 

② 全国の研究機関・研究者との連携 

全国の研究機関・研究者と連携を強化し、出雲の歴史研究を推進します。 

③ 重要遺跡等のネットワーク化 

市内の重要な遺跡や文化財への周遊性を高め、市民や関係機関、団体に

情報提供するとともに、観光資源としても、出雲を全国にＰＲします。 
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【数値目標】 

○歴史文化遺産の保存・整備 

   

 

※有効回答数の内、「重要である」「どちらかといえば重要である」と回答

した割合   

目標設定時現状値 

(平成２８年６月) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

７８．１％ 

 

８０％ 

 

 

 

 

※有効回答数の内、「満足している」「どちらかといえば満足している」と

回答した割合    

目標設定時現状値 

(平成２８年６月) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

４６．５％ 

 

５０％ 

 

 

○歴史文化遺産の活用促進 

   

 

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

２８５，２３３人 

 

６６０，０００人 

 

 

 

市民満足度調査｢歴史資源や文化財の保護、活用｣の「重要度」 

市民満足度調査｢歴史資源や文化財の保護、活用｣の「満足度」 

出雲弥生の森博物館及び荒神谷博物館の入館者数（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 

出雲大社国宝本殿・重要

文化財施設保存修理事業 

（市民文化部） 

完了     Ｈ２９に完了予定 

田儀櫻井家たたら製鉄遺

跡整備・活用事業 

（市民文化部） 

継続 継続 継続 継続 継続 整備検討委員会にて整備基本

計画を策定し整備・活用事業

を推進 

史跡鰐淵寺境内建造物保

存修理事業（市民文化部） 

継続 継続 継続 完了  国史跡指定を受け、国・県と

ともに支援 

重文旧大社駅保存修理事

業（市民文化部） 

着手 継続 継続 継続 継続 Ｈ３５に完了予定 

史跡荒神谷遺跡保存・改

修事業（市民文化部） 

継続 継続 継続 継続 完了 整備・改修の基本計画を策定

し、整備改修工事を実施 

『出雲国風土記』記載遺

跡の保存・活用のための

調査・研究（市民文化部） 

継続 継続 継続 継続 継続 保存・活用のために古代道

跡・寺院跡・役所跡等を総合

的に視野に入れた調査を行う 

古文書等文献の調査及び

保全への取組 

（市民文化部） 

継続 継続 継続 継続 継続 文化財としての歴史的価値を

裏付ける古文書調査 

出雲市歴史的風致維持向

上計画（仮称）の策定 

（市民文化部） 

 着手 継続 完了  歴史的風致維持向上計画の国

の認定を目指す 

田儀櫻井家たたら製鉄遺

跡調査事業（市民文化部） 

継続 継続 継続 継続 継続 越堂たたら跡と田儀櫻井家墓

地の整備と宮本山内の調査 

鰐淵寺歴史環境総合調査

事業（市民文化部） 

継続 継続 継続 完了  委員会の指導を得て保存活用

計画を策定し、境内の発掘調

査を行う 

開発事業に伴う埋蔵文化

財発掘調査（市民文化部） 

継続 継続 継続 継続 継続 公共及び民間開発に伴う調査 

出雲平野の古墳の調査と

保存（市民文化部） 

継続 継続 継続 継続 継続 著名な古墳について、保存の

ための詳細調査を行う 

指定文化財と候補物件の

調査・保護（市民文化部） 

継続 継続 継続 継続 継続 指定文化財と候補物件の調

査・保護 
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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 

出雲弥生の森博物館の活

用促進（市民文化部） 

継続 継続 継続 継続 継続 収集・保管や調査研究成果の

教育的活用 

歴史文化遺産の情報集積

と情報発信（市民文化部） 

継続 継続 継続 継続 継続 文化財の保存活用や、事業連

携など 

日本遺産の認定と活用 

（市民文化部） 

（経済環境部） 

着手 推進 推進 推進 推進 出雲の歴史文化遺産で地域活

性化を図るため日本遺産の認

定を目指し活用する 

市民ボランティア団体の

育成・支援（市民文化部） 

継続 継続 継続 継続 継続 ボランティアガイド、無形文

化財連絡協議会など市民団体

の育成支援など 

近隣歴史系博物館等との

連携（市民文化部） 

継続 継続 継続 継続 継続 出雲地域の歴史系博物館の連

絡会を軸とした情報の共有、

協働事業の実施 

全国の研究機関・研究者

との連携（市民文化部） 

推進 推進 推進 推進 推進 各専門分野における研究機

関・研究者との連携協力体制

の構築 

重要遺跡等のネットワー

ク化（市民文化部） 

推進 推進 推進 推進 推進 ネットワーク化による周遊力

や、観光資源としての情報発

信力の強化 

 


