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１．目的及び位置付け 

本計画は「出雲市総合計画（新たな出雲の國づくり計画『出雲未来図』）」

の実現を目指し、後期５年間の基本的な施策・事業を体系的に示すものです。 

前期基本計画（平成２４年度(2012)～平成２８年度(2016)）の期間中に新

たに策定された「まち・ひと・しごと創生総合戦略」や各分野で策定された

計画等と整合を図るとともに、前期基本計画の評価検証結果を踏まえ策定し

ました。 

年度（平成） 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

西暦 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

出雲市総合計画 

「出雲未来図」 

 

基 本 計 画 
  

中期財政計画 

 

長期財政見通し  

２．計画期間 

平成２９年度(2017)～３３年度(2021)（５年間） 

３．基本計画の構成 

（１）全体構成 

出雲未来図に掲げる以下の６つの基本方策ごとに、諸施策を体系的に表示、

記載しています。 

第２章 安全・安心都市の創造 

第３章 産業・観光都市の創造 

第４章 環境・文化都市の創造 

第５章 交流拠点都市の創造 

第６章 健康・福祉都市の創造 

第７章 人材育成都市の創造 

（２）各章構成 

基本方針 施策の方針、方向性 

施策の体系 各施策を達成するための施策・事業体系 

計画  施策・事業体系ごとの後期５年間の計画内容 

数値目標   施策の達成度を検証するための数値目標 

主要事業 主な施策・事業の事業計画（年度） 

前期基本計画 後期基本計画 
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４．施策の体系
（掲載頁）

げ
ん
き

、
や
さ
し
さ

、
し
あ
わ
せ
あ
ふ
れ
る
　
縁
結
び
の
ま
ち
　
出
雲

産業・観光都市の創造

環境・文化都市の創造

87

安全・安心都市の創造 防災都市の整備

地域内交通対策

30

30

36

39

27

27

64

89

90

42

45

57

70

51

95

99

スポーツの振興

環境保全施策の推進

歴史文化遺産の保存・活用

省エネルギーの推進

21

バス交通の充実

危機管理体制の強化

治水・治山事業の促進

4

消防・救急体制の充実・強化 7

一畑電車への支援

10

地域生活の安全対策
（防犯・交通安全、消費者相談）

13

22

17

18

20ゆとりと潤いのある居住空間の整備

上水道の安定給水

バリアフリーの促進

23

下水道の整備 25

住宅政策の推進

その他生活環境整備

公園・緑地の整備

まちづくり景観の整備

地域情報化の推進

電子市役所の構築

40

企業誘致の促進

水産業の振興 55

33

産業支援体制の強化 34

雇用対策

新たな販路拡大・市場拡大支援

出雲ブランドの確立

62

野生動植物との共生と自然環境保護

80

83

出雲観光ブランドの開発と情報発信

歴史文化のシンボル空間整備 69

77

歴史文化遺産と観光資源の発信

観光資源の整備、ネットワーク化 74

芸術文化の振興 92

観光推進・支援体制の整備

循環型社会の構築（ごみ・し尿対策）

新エネルギー導入・利用促進

観光ネットワークの整備と拡充

環境先進都市の構築

情報を共有できる高度情報通信社会の実現

商工・サービス業の振興と発展

農林水産業の振興と発展

特産品開発とブランド化の推進

人材の育成・確保

農業の振興

森林・林業施策の推進

地域特性を生かした特産品の開発・振興

工業の活性化

商業・サービス業の振興

地球温暖化・省エネルギー対策

芸術文化・スポーツの振興
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縁
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び
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出
雲

交流拠点都市の創造

156

120

健康・福祉都市の創造

人材育成都市の創造

111

183

148

119

132

110

114

116

193

199

196

124

127

130

144

145

173

185

188

147

生涯学習の推進 190

160

高等学校・大学等との連携

男女共同参画の推進

いじめや虐待の防止とDV対策

学校施設の整備

168

106

107

108

109

149

175

151

152

164

134

138

142

113

中心市街地の整備

東部都市拠点の整備

県道及び交通安全施設等整備

広域連携の推進

国道改良及び交通安全施設等整備

出雲河下港の利用及び整備促進

出雲縁結び空港の整備・利用促進

生涯にわたる健康づくりの推進

国際・国内交流活動の推進

鉄道の整備促進

高速道路等の整備促進

市道及び交通安全施設等整備

母子保健施策の推進

保健・医療・福祉ネットワークの構築・推進

健康づくりの推進

質の高い効率的な医療の提供

高齢者施策の充実

地域福祉施策の推進

障がい者（児）福祉施策の充実

保健・健康増進施設の整備・活用

地域医療の充実

医療保険制度の安定運営

広報広聴機能の充実と市民参画の推進

子育てに関する相談支援体制の充実

保育サービスの充実

子ども・若者の育成・支援

人権施策の推進

子育て支援サービスの充実

学校給食の充実

義務教育の充実

幼児教育の充実

定住対策の推進

教育行政の充実

コミュニティ活動と市民協働の推進

都市機能の充実

広域交通網の整備

地域内幹線道路の整備

広域連携・他圏域との交流

地域を支えるひとづくりと住民参画の推進

ぬくもりのある福祉サービスの充実

地域特性を生かした医療体制の充実

保健・医療・福祉の連携強化

子ども・若者の育成・支援

お互いを思いやり、尊重しあうまちづくりの推進

生きる力と夢を育む教育体制の充実



 
 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 
 

安全・安心都市の創造  



第２章 安全・安心都市の創造 

- 4 - 

 

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 
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   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



第２章 安全・安心都市の創造 

- 22 - 

 

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） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 
  

産業・観光都市の創造  
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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。 



第３章 産業・観光都市の創造 

- 43 - 

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



第３章 産業・観光都市の創造 

- 47 - 

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



第３章 産業・観光都市の創造 

- 71 - 

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
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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） 
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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
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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



第４章 環境・文化都市の創造 

- 96 - 

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 
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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 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６章 
 

健康・福祉都市の創造  
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１ 生涯にわたる健康づくりの推進 
 

母子保健施策の推進 

【基本方針】 

近年の少子化、核家族化の進行や地域の連帯意識の希薄化などに伴い、幼児

期からの基本的生活習慣の乱れや、１０代の妊娠中絶、性感染症など思春期に

おける問題が生じる一方、育児不安やストレスを持つ保護者が増えてきていま

す。 

安心して子どもを生み、喜びをもって子育てできる環境整備のため、医療な

どの関係機関や団体との連携を図るとともに、地域の子育て力を活用しながら、

乳幼児健康診査や訪問・相談、課題に対応した学習の場の提供等、母子保健 

サービスの充実に努めます。 

また、子どもの健やかな成長・発達のために、基本的な生活習慣の確立を支

援するとともに、近年増加している発達障がいなど支援が必要な子どもたちの

早期発見と早期支援の充実に努めます。 

これらを実現するために、多機関連携による妊娠・出産・子育て期からの切

れ目のない育児相談・支援を包括的に推進するための、母子健康包括支援セン

ター機能を構築するとともに、ネットワーク拠点の整備を検討します。 

【施策の体系】 

若者が自分を大切にし、自立生活が
できる環境づくり

母子保健施策の推進
安心して妊娠・出産できる環境づく
り

育児不安を軽減し、喜びを持って子
育てできる環境づくり

子どもが安心して健やかに成長・発
達できる環境づくり

【計画】 

（１）安心して妊娠・出産できる環境づくり 

妊娠届け出時の窓口相談の充実や、父親・母親になるための準備学習がで

きる場を提供するとともに、出産に不安を持つ妊婦に対する訪問・相談を行

い、出産を迎えるまでの不安解消に努めます。 
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また、妊婦健康診査項目や妊娠期の保健指導を充実し、疾病や早産を予防

し、安心な出産や産後うつの予防に努めます。妊婦健康診査や不妊治療およ

び不育症治療が受けやすい環境づくりを推進します。 

（２）育児不安を軽減し、喜びを持って子育てできる環境づくり 

① 訪問・相談体制の推進 

乳児を対象に保健師や助産師がすべての家庭を訪問し、産後うつ病質問

票等により、養育環境やこころの健康状況等を把握するとともに、必要に

応じて早期支援に繋げます。また、身近な場所での母子健康相談の実施や

乳幼児健康診査における、保健師・助産師・栄養士・臨床心理士・保育士

など専門職による相談体制を充実し、育児不安の軽減を図ります。 

② 親子のきずなをはぐくむ事業の推進 

   すこやかな児の成長発達や親子関係が築けるよう、愛着形成に着目した

事業を、妊娠期から乳幼児期、思春期にいたるライフステージに沿って包

括的に行うことで、親の育児不安の軽減を図るとともに、児の心身の発達・

発育を促します。 

③ 未熟児養育支援の充実 

未熟児の出生に伴う医療費などの経済的負担の軽減を図るため、自己負

担分を助成するとともに、入院中及び退院後の訪問等により保護者の精神

的負担の軽減に努めます。 

  ④ 交流の場づくりの推進 

育児不安や孤立感の軽減を図るため、関係機関と連携して子育て中の親

子が気軽に集い、交流、仲間づくりや学習ができる場の提供に努めます。 

⑤ 子育てを支援する地域の人材の育成と体制づくり 

地域ごとに子育てサポーターを育成・配置し、子育てひろば等、地域に

おける身近な相談・支援を行います。また、孤立した子育てを防ぐため、

民生委員・児童委員、主任児童委員と協力し、あかちゃん声かけ訪問員が

出生児のいる家庭を訪問し、子育て家庭を支援します。 

⑥ 個別フォロー体制の充実 

乳幼児健康診査後の要支援児のフォロー、健康診査・予防接種を受けて

いない子どもの訪問相談や、多胎児などを養育する家庭や養育に困難をき

たしている家庭へのフォロー体制の充実を図ります。 

（３）子どもが安心して健やかに成長・発達できる環境づくり 

  ① 子育て支援施設の整備 

    乳幼児健康診査、健康相談などの母子保健サービスを提供する場、支援

が必要な子どもたちのネットワーク拠点機能を備えた施設の整備を検討
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します。 

② 乳幼児健康診査の推進 

子どもが健やかに発育・発達できるように、乳幼児健康診査を実施しま

す。 

③ 発達上の支援が必要な子どもへの支援の充実 

発達上の支援が必要と思われる子どもを対象とした発達クリニックに

より、保護者が専門医へ相談する機会を提供します。 

また、相談員が保育所や幼稚園へ巡回して支援の充実を図りつつ、必要

に応じて支援機関等へのつなぎを行います。 

④ 予防接種の推進 

予防接種への理解を深め、計画的に接種するために、かかりつけ医を持

つことを勧めて接種率を高めるとともに、接種を受けやすい体制作りや情

報提供に努めます。 

⑤ 基本的生活習慣を身につける学習の充実 

望ましい食習慣の定着や早寝早起きの生活リズムなど、基本的生活習慣

を身につけるため、学習内容と機会の充実を図ります。 

⑥ 歯の健康づくり 

母子健康手帳交付時に、歯科口腔ケアに関する指導、情報提供を行い、

妊娠期から歯の健康づくりに取り組みます。 

また、むし歯を予防するため、１歳６か月児健康診査時に希望者へのフッ

化物歯面塗布を行うとともに、実施希望の小学校等においてフッ化物洗口を

行います。 

 （４）若者が自分を大切にし、自立生活ができる環境づくり 

小・中学校など関係機関と連携し、心や身体、性、たばこなどについての

学習の場の充実を図ります。また、困難を抱える思春期・青年期にある若者

に安心して過ごせる居場所を提供し、様々な大人や仲間と出会い、交流し、

学び合う機会を設けることで自立を支援します。 

【数値目標】 

○子どもが安心して健やかに成長・発達できる環境づくり 

 

 

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 目標値 

(平成３３年度末) 

 

９８．１％ 

 

１００％ 

乳幼児健康診査受診率 
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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 

母子保健事業 

（健康福祉部） 

継続 継続 継続 継続 継続 妊婦・乳児一般健康診査、母子

健康相談、母子健康教育、乳幼

児健康診査、子育てサポー 

ター、妊婦・乳児訪問、すこや

か訪問、フッ化物洗口、未熟児

養育医療、感染症対策など 

子育て支援施設整備事業 

（健康福祉部） 

検討 検討 検討 検討 検討 乳幼児健診をはじめとする各

種母子保健事業の拠点整備 

母子健康包括支援セン 

ター事業 

（健康福祉部） 

推進 推進 推進 推進 推進 妊娠・出産・育児に関する各種

相談や必要に応じた支援プラ

ンを作成し、妊娠期から子育て

期にわたる切れ目のない支援

の強化 

親子のきずなはぐくみ事

業 

（健康福祉部） 

推進 推進 推進 推進 推進 赤ちゃんのお世話教室、はじめ

ての子育て講座、乳児期からの

絵本でふれあうブックスター

ト、親支援グループ講座、性・

命の大切さ・防煙の学習支援 

一般不妊治療費等助成事

業（健康福祉部） 

推進 推進 推進 推進 推進 一般不妊治療費助成 

不育症治療費助成 

発達支援事業  

（健康福祉部） 

継続 継続 継続 継続 継続 １歳６か月児健康診査フォ 

ロー教室 

幼児発達相談事業 

（子ども未来部） 

推進 継続 継続 継続 継続 子どもの成長・発達を支援する

相談等の実施 

 

健康づくりの推進 

【基本方針】 

近年の社会・生活環境の変化に伴い、運動不足、過剰ストレス、アンバラン

スな食生活等を原因とするがん・心臓病・脳卒中・糖尿病・高血圧症等の生活

習慣病が増加しています。また、急速な高齢化が進む中、認知症や寝たきりな

どの要介護者も増える傾向にあります。 
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「出雲市健康増進計画」に基づき、個人や家庭、地域を取り巻く様々な関係

機関や団体等との連携を図り、地域が一体となった地域ぐるみの健康づくりを

推進します。 

また、生活習慣病の予防等を図るため、健康診査や各種検診、健康相談をは

じめとする保健サービスを充実させ、若い時から主体的に自分に適した正しい

生活習慣を習得できるよう支援体制の強化に努めます。 

健康寿命の延伸を目指して、各年代のライフサイクルに沿った住民参加の健

康づくりを進め、市民が生涯にわたって生き生きと健康で心豊かに暮らすこと

のできる生涯現役のまちづくりを推進します。 

【施策の体系】 

健康づくりの推進
市民が主体的に取り組む地域力を生
かした健康づくり

青壮年期、高齢期の健康意識の啓発
と保健サービスの充実

食育の推進

【計画】 

（１）市民が主体的に取り組む地域力を生かした健康づくり 

① 健康増進計画の推進と健康づくりのネットワークの形成 

地域において、市民と関係機関が相互に連携し、一人ひとりの健康づく

りを支え、地域全体で計画を推進するネットワークを形成します。 

② コミュニティセンター単位での健康づくりの推進 

生活に密着した健康づくりを推進するため、コミュニティセンター単位

で活動する健康づくり推進員を中心に、母子から高齢者までの市民の健康

づくり活動を支援します。 

（２）青壮年期、高齢期の健康意識の啓発と保健サービスの充実 

がん・糖尿病などの生活習慣病を予防するため、正しい知識の普及啓発を

行うとともに、市民が積極的に健康管理できるような健診体制の充実や生活

習慣病予防について学習する場を充実します。 

また、産業保健と連携し、働き盛りの青壮年期の健康づくりを進めるとと

もに、心の健康づくりも重要な健康課題として取り組みます。 

さらに、高齢者がいつまでも自分らしく健康で暮らせるよう、青壮年期か

らの継続した健康づくりを進め、生活習慣病予防と介護予防に努めます。 
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（３）食育の推進 

多様化する食生活の課題解決に向けて、子どもから大人まで幅広い年齢層

に対し、「第２次・第３次出雲市食育のまちづくり推進計画」に基づき食育を

推進します。 

基本的な食習慣やバランスのとれた食生活についての学習を行い生活習慣

病予防に努めるとともに、糖尿病や脳卒中などの重症化予防のための食生活

改善にも取り組みます。 

さらに、地産地消や食文化の継承、食の安全にも取り組み、市民の健康を

食の側面から支援します。 

【数値目標】 

○青壮年期、高齢期の健康意識の啓発と保健サービスの充実 

 

 

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

５７．２％ 

 

６０％ 

 

 

 

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

２，３４７人 

 

２，４００人 

 

 

 

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

３，９３６人 

 

４，２００人 

 

 

 

 

高齢者インフルエンザ予防接種接種率 

胃がん検診受診者数（年間） 

子宮頸がん検診受診者数（年間） 
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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) 

 

３，２８５人 

 

３，３００人 

 

 

 

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

１３，４８２人 

 

１３，５００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 

市民主体の健康づくり事

業 

（健康福祉部） 

継続 継続 継続 継続 継続 市町村保健活動事業（健康増進

計画、健康づくり推進員活動、

地域の健康づくり体制の整

備・充実）など 

青壮年期・高齢期の保健 

サービス事業 

（健康福祉部） 

継続 継続 継続 継続 継続 がん検診、特定健康診査、歯周

疾患検診、健康相談、健康教育、

感染症対策、後期高齢者健康診

査など 

食育のまちづくり事業 

(健康福祉部ほか） 

継続 継続 継続 継続 継続 食育のまちづくり推進計画に

基づく施策の推進 

 

保健・健康増進施設の整備・活用 

【基本方針】 

子どもから高齢者までより多くの市民の利用を図るため、温浴施設などの健

康増進施設の効果的な活用を図り、市民一人ひとりの主体的な健康づくりを支

援するとともに、市民が利用しやすい施設の整備と運営に努めます。 

乳がん検診受診者数（年間） 

大腸がん検診受診者数（年間） 
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【施策の体系】 

保健・健康増進施設の整備・活用 保健・健康増進施設の整備・活用

【計画】 

（１）保健・健康増進施設の整備・活用 

① 温浴施設の活用 

出雲ゆうプラザにおいて、利用者のニーズに応じた多様な講座を提供す

るとともに、水中運動教室、個別の運動プログラムなど健康づくりや介護

予防等の事業を実施します。 

② 保健センター等の活用 

健康づくりは、日常の継続した取組が重要であり、保健センターや身近

な地域のコミュニティセンター、体育館等の施設を活用した健康増進事業

の充実を図ります。 

【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 

保健・健康増進施設の 

整備・活用事業 

(健康福祉部ほか) 

継続 継続 継続 継続 継続 温浴施設の管理・運営、保健

センター等の管理・運営など 
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２ ぬくもりのある福祉サービスの充実 

地域福祉施策の推進 
【基本方針】 

「第２次・第３次出雲市地域福祉計画」に基づき、地域住民、福祉サービス

事業者、地域で福祉活動を行う関係団体等の参加を得て、地域において支援を

要する人の生活上の解決すべき課題を明らかにし、課題に対応するサービスを

提供する体制の充実を図り、「ぬくもりのある福祉のまちづくり」を推進します。 

【施策の体系】 

地域福祉施策の推進 地域福祉施策の推進

【計画】 

（１）地域福祉施策の推進 

① 地域福祉の推進と関係団体との連携・協働 

第２次・第３次出雲市地域福祉計画に基づき、地域で生じる生活課題や

福祉ニーズに対応するため、出雲市社会福祉協議会の第２次・第３次地域

福祉活動計画に基づく活動と調和を取り、また、地域住民、福祉事業者、

福祉団体などと連携・協働しながら、福祉サービスの充実を図っていきま

す。 

また、地域福祉の推進にあたり、出雲市社会福祉協議会や出雲市民生委

員児童委員協議会が、地域の実情を把握し、きめ細やかで柔軟な活動が展

開できるよう支援します。 

② 福祉活動の担い手の人材育成 

ボランティア意識の高揚と強化を図るとともに、地域における福祉活動

の担い手を養成し、住民が幅広く地域における福祉活動に参加することを

促すため、ボランティアまちづくりセンターの活動を支援します。 

③ 権利擁護の充実 

高齢や障がいにより、判断能力が十分でない人が安心して暮らせるよう、

いずも権利擁護センターや出雲成年後見センターと連携して、市民後見人

候補者を養成するとともに、福祉サービスの利用援助、日常の金銭管理や

財産管理など権利の擁護を図ります。 

④ 災害時の要支援者の支援体制整備（再掲） 

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
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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。 

災害時に支援を要する人が安心して暮らすことができるよう、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。 

⑤ バリアフリーの推進（再掲） 

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。 

【数値目標】 

○地域福祉施策の推進 

 

 

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

３１人 

 

５０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 

地域福祉推進事業 

（健康福祉部） 

推進 

策定 

着手 推進 推進 推進 地域福祉計画の策定、評価 

福祉関係団体との連携・

協働事業（健康福祉部） 

継続 継続 継続 

 

継続 

 

継続 

 

社会福祉協議会や民生委員児

童委員協議会の運営支援・補助 

福祉活動人材育成事業 

（健康福祉部） 

継続 継続 継続 

 

継続 継続 ボランティアまちづくりセン

ター事業補助 

成年後見制度利用支援事

業 

（健康福祉部） 

継続 継続 継続 継続 継続 成年後見制度利用支援の推

進、成年後見市長申立、成年

後見人報酬補助 

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 

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 

市民後見人候補者養成（累計） 
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障がい者（児）福祉施策の充実 

【基本方針】 

障がい者（児）の自立や社会参加を促進し、障がい者（児）がすべてのライ

フステージにおいて、その能力を最大限に発揮し、充実した暮らしができる社

会の実現を目標に、自分らしい生活を安心して送ることができる社会づくりを

目指します。 

【施策の体系】 

保健、学校、医療との連携

権利擁護の推進

障がい者(児)福祉施策の充実 啓発活動の推進

地域生活支援体制の充実

社会参加の促進

【計画】 

（１）啓発活動の推進 

啓発活動を通じて、「ノーマライゼーション」理念の一層の定着を図り、

すべての人が「障がい」を知り、障がいのある方もない方も、共に生き、支

え合う地域社会の実現を目指します。 

広報、パンフレット等を利用した広報活動の展開や、市職員による出前講

座の実施、障がい者関係団体が主催する福祉芸術文化祭をはじめとする催し

物や研修会などの場を通じ、啓発活動を推進します。 

（２）地域生活支援体制の充実 

① 相談・支援体制の充実 

身近な地域において、障がい者の立場に立った障がい福祉サービスの提

供ができるように、委託相談支援事業所等と連携を図りながら、ピアカウ

ンセリングの導入や、ケアマネジメントの活用、手話通訳者の派遣等を行

い、地域の実情に応じた細やかな相談・支援体制の充実を図ります。 

② 共生のまちづくりの推進 

障害者総合支援法による障がい福祉サービスの利用を促進し、安心した

利用や判断能力が不十分な利用者の権利擁護に関する事業などを、地域の

理解と協力を得ながら推進し、障がい者の自立に向けた共生のまちづくり
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を進めます。 

③ 公的医療制度の活用 

自立支援医療において、受給者の利用者負担を助成するとともに、福祉

医療制度により、重度心身障がい者、ひとり親の親子及び両親のいない児

童を対象に、医療費の本人負担分を助成し、経済的負担の軽減を図ります。 

④ 地域の支援体制の強化 

委託相談支援事業所との連携及び関係機関のネットワークにより、障が

い者が身近な地域で各種相談や障がい福祉サービスを受けることができ

るよう支援します。 

⑤ 障がい者施策推進協議会の活用 

障がい者施策推進協議会の活動により、地域の相談体制構築及び相談支

援事業をはじめとする地域のシステムづくりを推進します。 

⑥ 施設整備に対する支援 

障がい福祉計画等に基づき、社会福祉法人等への施設・設備整備費助成

を行い、障がい者のニーズに応じたサービスの提供と利用者の安全確保が

図られるよう支援します。 

⑦ 就労支援 

就労移行支援・就労継続支援事業所などによる就労に必要な知識及び能

力向上に向けた訓練の充実や、障がい者就業・生活支援センター及び、ハ

ローワーク等の関係機関との連携、協力により、障がい者の就労支援を図

ります。 

（３）社会参加の促進 

障がい者のスポーツ・レクリエーション活動や芸術・文化活動を支援する

とともに、活動に関する情報提供と参加機会の確保に努めます。 

また、手話通訳者・要約筆記者の派遣により社会参加を促進し、地域の構

成員としての活動を支援します。 

（４）保健、学校、医療との連携 

乳幼児健診をはじめとした各種健康診査、発達クリニックや就学前健康診

査の実施とともに、学校や医療機関との連携を強化し、子どもの成長発達に

応じた療育や社会適応訓練など、個別のニーズにあった適切な障がい福祉 

サービスを受けることができるよう支援します。 

（５）権利擁護の推進 

障がい者の人権を守るため、障がい者虐待防止センター機能の充実を図り、

障がい者虐待についての啓発を行い、障がい者虐待防止に努めるとともに、

成年後見制度等の活用を図ります。 
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【数値目標】 

○地域生活支援体制の充実 

 

 

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

７９３人／月 

 

８９０人／月 

 

 

 

 

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

９，１６５人日／月 

 

９，７７０人日／月 

 

 

 

 

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

１８７人／月 

 

２３２人／月 

 

 

 

 

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

３，１４８人日／月 

 

３，３００人日／月 

 

相談支援（サービス等利用計画） 

就労支援（就労移行支援・就労継続支援Ａ型・Ｂ型） 

グループホーム利用者 

障がい児通所支援（児童発達支援・放課後等デイサービス） 
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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 

啓発活動推進事業 

（健康福祉部） 

 

推進 推進 推進 推進 推進 研修会、講演会や広報による

障がい福祉制度の情報提供や

福祉芸術文化祭等を通じた啓

発活動の実施 

地域生活支援体制強化事

業 

（健康福祉部） 

 

推進 推進 推進 推進 推進 障がい者施策推進協議会の運

営 

相談体制・障がい福祉サービ

ス体制の充実、就労に向けた

訓練の充実、高次脳機能障が

い者ミニデイサービス事業の

実施、社会福祉法人等への施

設整備費の補助、公的医療制

度の活用 

社会参加促進事業 

（健康福祉部） 

 

継続 継続 継続 

検証 

継続 

 

継続 

 

スポーツ・レクリエーション

活動や芸術・文化活動への参

加機会の確保 

手話通訳者・要約筆記者の設

置、派遣、養成 

保健・学校・医療連携事

業 

（健康福祉部） 

 

推進 推進 推進 推進 推進 障がいの早期発見、早期治療

のための保健、学校、医療機

関との密接な連携、支援の強

化 

権利擁護推進事業 

（健康福祉部） 

 

推進 推進 推進 推進 推進 障がい者虐待防止に関わる広

報、啓発活動による虐待防止

意識の醸成 

障がい者相談の充実 

成年後見制度の活用による安

心した生活への支援 

障がい者虐待防止センター機

能の充実 
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高齢者施策の充実 

【基本方針】 

高齢者が住み慣れた地域で、可能な限り自分らしい暮らしを継続していける

よう、関係機関との連携を図り、医療、介護、予防、生活支援、住まいが継続

的・包括的に提供される「地域包括ケアシステム」の確立を目指します。 

「高齢者福祉計画・介護保険事業計画」に基づき、高齢者の介護予防・健康

増進の取組を積極的に推進します。 

ひとり暮らし世帯や高齢者のみ世帯への生活・介護支援や高齢者の相談窓口

の充実、交流を通しての社会参加の促進に努めます。 

介護保険制度については、居宅・施設サービスの充実に努めるとともに、介

護サービスの質の向上を図り、住民主体の「共に生き、共に支える社会」の実

現を目指します。 

【施策の体系】 

介護保険サービスの充実

高齢者施策の充実 安心して暮らせる地域づくり

介護予防の推進

高齢者の社会参加の促進

【計画】 

（１）安心して暮らせる地域づくり 

高齢者が、住み慣れた地域で、必要な医療・介護サービスを継続的・一体

的に受けられるよう、在宅医療と介護の連携のための取組を推進します。 

増加傾向にある認知症高齢者が、尊厳が守られ豊かな生活を送ることがで

きるよう、市民の認知症に対する理解を深めたり、認知症になっても安心し

て暮らし続けられる地域づくりに努めます。 

高齢者虐待の予防、成年後見制度の活用などにより、高齢者の権利擁護に

努めます。 

ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯が増加傾向にある中で、老老介護支

援事業、緊急通報装置設置事業、高齢者福祉タクシー事業などにより、高齢

者が安心して生活できるよう支援するとともに、生活支援・介護予防サービ

スについて、地域の住民相互による助け合いの体制づくり（生活支援体制整
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備事業）を推進します。 

高齢者の総合相談・介護予防ケアマネジメント・権利擁護などを支援する

ために、高齢者あんしん支援センター（地域包括支援センター）や地域ケア

会議の機能の充実を図ります。 

（２）介護予防の推進 

平成２９年度(2017)から、介護予防事業を「介護予防・日常生活支援総合

事業」に再編し、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様

なサービスを充実させることで、地域の支え合い体制づくりを推進し、高齢

者に対する効果的・効率的な支援等を行います。 

介護予防・生活支援サービス事業では、高齢者の多様なニーズに対応でき

るよう、従来の介護予防訪問介護（ホームヘルプサービス）・通所介護（デ

イサービス）と、住民等が参画するような多様なサービスを総合的に提供す

ることが可能なしくみに見直し、地域住民や関係団体との連携・協力のもと、

地域の実情に応じた体制づくりを進めます。 

一般介護予防事業では、運動習慣の普及による健康づくり、介護予防教室

や地域に合った認知症予防教室等を実施するとともに、「ふれあいサロン」

や地域の自主グループ活動など、住民主体の通いの場を充実させ、人と人と

のつながりを通じて、参加者や集いの場が継続的に拡大していくような地域

づくりを進めます。 

（３）高齢者の社会参加の促進 

高齢者が生きがいを持ち社会との関わりを持ち続けることにより、健康の

保持・増進や、介護予防の推進が図られます。また、高齢者が様々な場面で

その豊富な知識や経験、技術などを生かし、役割を見い出し、果たしていく

ことは、高齢者自身が張り合いや充実感を得るだけではなく、地域や社会全

体の活力維持にも大きな力を発揮します。 

高齢者が、それぞれの持てる力に応じて、積極的に社会参加ができるよう

引き続き高齢者クラブ、シルバー人材センターの活動を支援するとともに、

生活支援体制整備事業の取組のなかで、生活支援の必要性や社会参加の意義

について、積極的に住民への意識啓発を図ります。 

（４）介護保険サービスの充実 

介護が必要になっても住み慣れた地域や家庭において、自立して暮らし続

けることができる介護サービスを提供します。 

① 介護保険サービス基盤の整備 

中学校区を一つの日常生活圏域の単位とし、継続的・効果的な介護サー

ビスが提供できる施設の整備を進めます。 
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ア）地域密着型サービスの整備 

  小規模多機能型居宅介護施設、認知症対応型共同生活介護等について、

１５の圏域や地域バランスを考慮した整備量を設定し、基盤整備を進

めます。また、定期巡回・随時対応型訪問介護看護などの新しいサー

ビスの導入も引き続き検討します。 

イ）介護保険施設の整備 

施設入所の待機者の動向等を勘案し、特別養護老人ホーム、介護老

人保健施設、ケアハウスやサービス付き高齢者向け住宅などの特定施

設入居者生活介護などの整備を検討します。 

② 介護保険サービスの質の向上 

介護従事者の確保については、国・県及び市の関係課と連携を取りなが

ら、研修会の開催や介護サービス事業者との協議の場づくり、働きたい人

と人材を求める事業者とのコーディネート等を推進します。 

また、利用者の生活の全体像を明らかにして、課題（ニーズ）を把握し

適切なサービスにつなげるとともに、困難ケースや利用者・家族からの苦

情等のあるケースへの適切な対応などケアマネジメント能力の向上につ

いて、市や高齢者あんしん支援センターが居宅介護支援事業所への研修会

開催等の支援を行います。 

入院中の高齢者が、退院後に速やかに居宅サービスを利用でき、安心し

た在宅生活が開始できるよう、医療関係者との連携強化を進めます。 

【数値目標】 

 ○安心して暮らせる地域づくり 

 

 

  ※認知症サポーターとは、「認知症について正しく理解し、偏見をもたず、

認知症の人や家族を温かく見守る応援者」です。 

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

１１，５７２人 

 

２４，０００人 

 

○介護予防の推進 

   

    

  ※「ふれあいサロン」や地域の自主グループ活動など、住民主体の通いの

認知症サポーターの人数 

ふれあいサロンの（延）参加者数（年間） 
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場を充実させ、介護予防を推進する地域づくりを目指すために、ふれあ

いサロンの参加者や自主グループを増やします。 

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

５３，０１９人 

 

５７，０００人 

 

 

 

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

９９グループ 

 

１５０グループ 

【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 

安心して暮らせる地域

づくり事業 

（健康福祉部） 

推進 推進 推進 推進 推進 在宅医療・介護連携

推進事業、生活支援

体制整備事業など 

介護予防推進事業 

（健康福祉部） 

 

再編 

検証 

推進 

検証 

継続 

 

継続 

 

継続 

 

介護予防・日常生活

支援総合事業の推

進 

高齢者の社会参加推進

事業 

（健康福祉部） 

継続 継続 継続 継続 継続 高齢者クラブへの

活動支援、シルバー

人材センターへの

助成 

介護保険サービスの充

実（健康福祉部） 

推進 推進 推進 推進 推進 居宅・施設サービス

の提供と質の向上 

高齢者あんしん支援セ

ンター（地域包括支援セ

ンター）事業 

（健康福祉部） 

継続 

検証 

継続 

検証 

継続 継続 継続 総合相談・介護予防

ケアマネジメント・

権利擁護等を包括

的に支援、地域ケア

会議の充実 

ふれあいサロンの自主グループ数 
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医療保険制度の安定運営 

【基本方針】 

医療保険制度については、今後の医療保険の財政安定化のための改革の動向

を見極めながら、国民皆保険制度のもと、誰もが安心して医療を受けられる医

療制度の継続に向け、国民健康保険及び後期高齢者医療保険の安定的運営を目

指します。 

医療保険の財政運営は、医療費総額が年々増大する中、経済の低迷による保

険料収入の伸び悩みと相まって厳しい状況にあり、医療費適正化対策及び保健

事業を積極的に取り組み、医療費抑制に努めます。また、国民健康保険料の収

納率向上対策の強化を図ります。 

【施策の体系】 

医療保険制度の安定運営 国民健康保険

後期高齢者医療保険

【計画】 

（１）国民健康保険 

① 保健事業の推進 

ア）各種健診の充実 

特定健診や人間ドック等の充実を図り健康づくりに役立てるととも

に、「かかりつけ医」の普及・定着による事後フォローが受けやすい体

制を整えます。 

イ）相談・指導・各種教室の充実 

生活習慣病の予防に焦点をあて、生活習慣病のリスクをもつ人を対象

に、個々に適した生活習慣の改善に取り組めるよう健康相談や特定保健

指導を推進します。 

また、健康相談や各種健診、地域での健康づくり事業等を通じて、市

民自らが積極的に健康づくりに取り組みやすい環境づくりを進めます。 

② 医療費抑制に向けた適正化対策 

レセプト点検専門員による内容点検、縦覧点検の強化や、第三者求償事

務専門員による早期対応により医療行為と保険負担の適正化を図るとと

もに、後発医薬品利用の啓発及び医療費通知や広報「国保だより」により

医療費に対する関心を高め、適正受診の周知徹底を図ります。 
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③ 保険料の収納促進 

広報等を活用した国保制度の仕組みや医療費の実態、財政状況等の情報

提供による納付意識の高揚を図るとともに、口座振替の勧奨、コンビニ納

付の推進等により収納を促進します。 

（２）後期高齢者医療保険 

島根県後期高齢者医療広域連合と連携し、医療行為と保険負担の適正化を

目指すとともに、医療費通知や広報「高齢者医療だより」により医療費に対

する関心を高め、適正受診の普及啓発を行います。 

【数値目標】 

○保険事業の推進 

国民健康保険特定健康診査の受診率 

※出雲市国民健康保険特定健康診査対象者のうち、健康診査を受けた者の

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) 

 

４１．５％ 

 

６０．０％ 

【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 

保健事業 

（健康福祉部） 

推進 推進 推進 推進 推進 各種検診の充実、生活習慣病

の予防、健康づくりに取り組

みやすい環境づくり 

医療費適正対策 

（健康福祉部） 

継続 継続 継続 継続 継続 レセプト点検や医療費通知の

実施、後発医薬品利用の啓発 

収納率向上対策 

（財政部、健康福祉部） 

推進 推進 推進 推進 推進 収納体制の強化、広報等を利

用した納付意識の高揚 
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３ 地域特性を生かした医療体制の充実 
 

質の高い効率的な医療の提供 

【基本方針】 
県内最大の医療機関群が集積する特徴的な立地を生かし、医療機関相互の機

能分担と連携による質の高い効率的な医療サービスが提供できる体制の整備に

努めます。 

特に出雲市立総合医療センターは、がん検診、人間ドック等による病気の早

期発見、早期治療に取り組むとともに、１次及び２次救急医療や急性期・回復

期・慢性期医療の提供及び在宅医療の推進に取り組みます。 

【施策の体系】 

質の高い効率的な医療の提供 総合医療センターによる予防医療の充実

総合医療センターによる医療連携の推進

 

【計画】 
（１）総合医療センターによる予防医療の充実 

総合医療センターにおいて、がん診断における最新の医療機器「ＰＥＴ－

ＣＴ」によるがん検診や内視鏡検査を活用した人間ドック等を行い、予防医

療や病気の早期発見、早期治療に取り組みます。 

（２）総合医療センターによる医療連携の推進 

出雲医療圏における地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域の医療機

関や介護保険施設等と連携しながら、地域包括ケア病棟の導入により、高度

急性期病院の後方支援を行うとともに、急性期～回復期～在宅復帰までの切

れ目のない一体的医療を提供し、市民が安心して生活でき、病気になった後

も在宅等へ早期復帰できるよう支援します。 

また、県内医療機関等が情報共有するためのシステム「しまね医療情報 

ネットワーク（まめネット）」を活用し、市内の病院や診療所との連携を図

ります。 
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【数値目標】 

○総合医療センターによる予防医療の充実 

 

   

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

１０，９１６件 

 

１２，１３３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 

総合医療センターによる

予防医療の充実 

（総合医療センター） 

推進 推進 推進 推進 推進 総合医療センターでのがん検

診、人間ドック等の実施 

総合医療センターによる

医療連携の推進 

（総合医療センター） 

推進 推進 推進 推進 推進 総合医療センターと地域医療

機関等との連携、まめネット

の活用 

 

 

地域医療の充実 

【基本方針】 

関係機関との連携のもと、医療過疎地での医療の確保、休日や平日夜間にお

ける初期救急医療などを推進し、すべての市民が身近なところで適切な医療 

サービスを受けることができるよう、地域医療の充実を図ります。 

【施策の体系】 

地域医療の充実 医療過疎地での医療の確保

初期救急医療の充実

島根大学医学部への研究支援

健診・人間ドック受診件数（年間） 
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【計画】 

（１）医療過疎地での医療の確保 

医療過疎地での医療を受け持つ５か所の診療所（乙立里家、塩津、橋波、

日御碕、鷺浦診療所）の運営体制や機能の確保を図ります。 

（２）初期救急医療の充実 

出雲休日・夜間診療所について、出雲医師会、島根大学医学部の協力によ

り休日や平日夜間診療の充実を図ります。 

（３）島根大学医学部への研究支援 

島根大学医学部への研究支援を行い、がん医療の水準向上や高齢者医療な

どが受けられる医療環境を整備します。 

【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 

市立診療所運営事業 

（健康福祉部） 

継続 継続 継続 継続 継続 医療過疎地での市立診療所

（５か所）の運営 

休日・夜間診療所運営事

業（健康福祉部） 

継続 継続 継続 継続 継続 休日・夜間診療所の運営 

腫瘍臨床研究寄付事業 

地域医療共同研究事業 

（健康福祉部） 

推進 推進 推進 推進 推進 島根大学医学部附属病院への

寄附研究部門設置及び医学部

と共同で行う地域医療研究 
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４ 保健・医療・福祉の連携強化 
 

保健・医療・福祉ネットワークの構築・推進 

【基本方針】 

高齢者人口の増加に伴い、生活習慣病予防や介護予防を中心とした保健・医

療・福祉の総合的なサービスの必要性が高まっています。 

ＩＴ技術を活用した情報ネットワークにより、保健・医療・福祉の様々な情

報の効果的な収集、提供方法を検討します。 

【施策の体系】 

保健・医療・福祉ネットワークの構
築・推進

保健・医療・福祉のネットワーク化

【計画】 

（１）保健・医療・福祉のネットワーク化 

患者の診療・介護情報等を関係機関相互で共有し連携するためのＩＣＴ 

ツールである、県が整備を進める「まめネット（しまね医療情報ネットワー

ク）」について、積極的に利用促進に協力します。 

また、医療・介護情報だけでなく、保健・福祉に関する分野を含めた様々

な情報を効果的に収集するとともに、誰もが分かりやすく利用しやすい情報

提供の方法等を検討します。 

【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 

まめネットの利用促進 

（健康福祉部） 

継続 継続 継続 継続 継続 まめネットの利用促進 

保健・医療・福祉ネット

ワーク事業 

（健康福祉部） 

検討 検討 検討 着手 推進 保健・医療・福祉に関する情

報の収集・発信の検討 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７章 
 

人材育成都市の創造  
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１ 子ども・若者の育成・支援 
 

子育てに関する相談支援体制の充実 

【基本方針】 

少子化・核家族化が進行し、人と人との結びつきや地域の子育て力の低下が

懸念される中、様々な観点から子どもや保護者への支援が必要となっています。 

安心して子育てできる環境づくりを進めるため、育児に不安を抱える保護者

への相談体制を充実し、子育てに対する不安の解消を図ります。 

また、子どもが健やかに成長・発達できるよう支援を充実するとともに、子

どもの円滑な就学に向けた関係機関等の連携強化を図ります。 

このほか、要保護児童対策地域協議会の機能強化を図り、関係機関が一体と

なって地域全体で子どもを守る支援体制を充実します。 

【施策の体系】 

子育てに関する相談支援体制の充実

児童虐待防止対策の実施

相談支援体制の充実

子どもの成長・発達を支える取組の
充実

ひとり親家庭等の自立支援の推進

【計画】 

（１）相談支援体制の充実 

子育てに不安感や孤立感を抱える保護者への相談体制を充実し、子育てに

対する不安の解消を図ります。 

（２）子どもの成長・発達を支える取組の充実 

子どもの健やかな成長・発達を支えるために、保育所・幼稚園への巡回相

談や発達支援教室等により、子どもへの適切な支援に取り組みます。 

また、子どもの円滑な就学に向けて、保育所・幼稚園、小学校、出雲市及

び出雲市教育委員会の連携強化を図ります。 

（３）児童虐待防止対策の実施 

児童虐待の発生予防から早期発見・早期対応、保護・支援・アフターケア
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に至るまでの切れ目のない総合的な支援を講じます。 

また、早期発見が重要である児童虐待について、住民の通告が果たす役割

は大きいことから、児童虐待の疑いを察知した場合の積極的な通告をうなが

すため、通告の意義や通告義務があることなど、必要な広報・啓発活動に取

り組みます。 

（４）ひとり親家庭等の自立支援の推進 

ひとり親家庭の相談・支援体制の充実のため、母子・父子自立支援員を配

置し、情報提供、生活相談、就労支援を行います。特に離婚前、離・死別直

後のひとり親家庭の相談に、きめ細やかに応じる体制の充実を図ります。ま

た、母子家庭等自立支援給付金事業、母子父子寡婦福祉資金貸付制度の周知

など、自立に向けた経済的環境づくりに努めます。 

【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 

幼児発達相談事業 

（子ども未来部） 

推進 継続 継続 継続 継続 子どもの成長・発達を支援す

る相談等の実施 

児童相談事業 

（子ども未来部） 

推進 継続 継続 継続 継続 児童相談窓口を設置し、児童

福祉に関する相談を実施 

要保護児童対策地域協議

会の事業（子ども未来部） 

継続 継続 継続 継続 継続 関係機関との連携強化によ

り、虐待防止と早期発見・対

応を促進 

ひとり親家庭支援事業 

（子ども未来部） 

継続 継続 継続 継続 継続 ひとり親家庭の自立に向けた

各種制度の周知や相談・支援

の充実 

 

子育て支援サービスの充実 

【基本方針】 

家庭や地域、行政、関係機関・団体、事業者など、子どもと子育て家庭を取

り巻くすべての人々が、子どもと親の育ちを協働で見守り支援し、子どもを安

心して生み、喜びをもって子育てができる地域づくりを目指します。 

在宅で子育てをしている家庭、共働き家庭に関わらず、すべての子育て家庭

を総合的に支援する観点から、子育て支援センター事業、ファミリーサポート

センター事業、病児・病後児保育事業、子育て短期支援事業など様々な子育て
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支援サービスを充実します。 

【施策の体系】 

子育て支援サービスの充実 多様なニーズに対応する子育て支援

【計画】 

（１）多様なニーズに対応する子育て支援 

子育てをしている家庭を総合的に支援する観点から、子育て支援センター

やファミリーサポートセンターなどの子育て支援サービスを充実します。 

保育所における子育てに関する相談や情報提供、保護者の仲間づくりの場

の提供など子育て支援機能充実のための支援をします。 

また、保護者の就労等により、子どもが病気の際に自宅での保育が困難な

場合に対応する病児・病後児保育の充実を図ります。 

このほか、保護者の疾病や就労等の理由により一時的に児童を預けたいの

に、身近に頼る人がなく、預ける場所もなくて困っている家庭の児童を、一

定期間預かる子育て短期支援事業の充実を図ります。 

【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 

子育て支援センター運営

事業（子ども未来部） 

継続 継続 継続 継続 継続 遊びと交流、情報交換の場の

提供、相談、情報発信 

ファミリーサポートセン

ター運営事業 

（子ども未来部） 

継続 継続 継続 継続 継続 育児援助を行いたい者と受け

たい者を組織化し、相互援助

活動を実施 

保育所地域活動推進事業 

（子ども未来部） 

継続 

検討 

継続 継続 継続 

検討 

継続 地域の需要に応じた幅広い活

動を行う保育所に対する助成 

病児・病後児保育事業 

（子ども未来部） 

継続 

検討 

継続 継続 継続 

検討 

継続 病気進行期、回復期において

集団保育が困難な児童の保育 

子育て短期支援事業 

（子ども未来部） 

継続 継続 継続 継続 継続 保護者の疾病、仕事等により

家庭で養育することが一時的

に困難となった児童を一定期

間預かる 

乳幼児等医療費の助成 

（子ども未来部） 

継続 継続 継続 継続 継続 乳幼児等の健康保持と保護者

の経済的負担の軽減を図るた

め医療費を助成する 
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保育サービスの充実 

【基本方針】 

就労形態の多様化、核家族化などから、保護者の保育ニーズも多様化してき

ています。通常保育における保育内容の充実のほか、延長保育、休日保育、夜

間保育、一時預かりなどの充実を図り、多様な保育ニーズに対応する仕事と子

育ての両立支援のための体制整備を推進します。 

また、保育所の増改築や改修等に対して補助を行い、保育環境の整備に努め

ます。 

【施策の体系】 

保育サービスの充実 発達の段階に応じた保育内容の充実

保育サービス等の充実

【計画】 

（１）発達の段階に応じた保育内容の充実 

乳幼児期は、生涯にわたる人間形成の基礎が培われる、子どもの心身の健

やかな成長にきわめて重要な時期であり、全ての子どもが等しく質の高い保

育・教育を受けられる環境整備を進めます。また、安定したゆとりある生活

環境の中で、健康で基本的な生活習慣を身につけられるよう保育内容の充実

を図るため、保育所への看護師配置や保育士の研修支援を推進します。 

（２）保育サービス等の充実 

延長保育、休日保育、夜間保育、一時預かり事業、障がい児保育等の多様

な保育ニーズに対応し、仕事と子育ての両立支援のための体制整備を推進し

ます。 

また、産後休業や育児休業後における保育施設の円滑な利用を図ります。 
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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 

私立認可保育所いきいき

保育事業補助 

（子ども未来部） 

継続 継続 

検証 

継続 

 

継続 継続 

検証 

加配保育士や看護師配置、保

育研修費等、保育環境を充実

するための補助 

私立認可保育所特別事業

補助（子ども未来部） 

継続 継続 

検証 

継続 継続 継続 

検証 

延長保育等の保育サービスを

実施する私立認可保育所への

補助 

私立認可保育所施設整備

事業（子ども未来部） 

継続 継続 継続 継続 継続 保育環境の充実のための施設

整備の補助 

 

子ども・若者の育成・支援 

【基本方針】 

子どもたちが健やかに成長し、生きる力と豊かな心を持った若者へと成長す

るために相応しい環境をつくることは、本市全体の責務であり、そのためにも

家庭・地域・事業者・行政が連携・協力した取組を行います。そして、子ども・

若者の育成と困難を抱える子ども・若者の支援に取り組みます。 

行政としては、子ども・若者の成長段階に応じた育成支援体制や施策の実施、

また、家庭・地域・事業者との協働による取組の充実を図ります。 

家庭に対しては、育成に係る支援の充実、地域に対しては、地域での見守り

活動や体験・交流活動の充実に向けた取組への積極的な支援、また、事業者に

対しては、子育て環境の充実や就業支援等の取組の充実のための周知・支援を

行います。 

また、ニート、ひきこもり、不登校、発達障がい等の困難を抱える子ども･若

者の相談・支援に関しては、「出雲市子ども・若者支援協議会」や「出雲市子ど

も・若者支援センター」での相談・支援業務を行い、一人ひとりの状況に応じ

た支援を行います。 

【施策の体系】 

子ども・若者の育成･支援 家庭・地域と連携した育成の推進

子ども・若者の相談・支援の充実
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【計画】 

（１）家庭・地域と連携した育成の推進 

  ① 総合的な放課後対策の充実 

「子どもたちを地域全体で育む」という観点から、地域の主体的な参画

のもと、放課後等に児童が安全で安心して活動ができる場を確保し、多様

な体験・活動を行うことができるよう、総合的な放課後対策を推進します。 

子育てと仕事の両立支援のための「児童クラブ事業」では、保護者の需

要の高まりや対象学年が６年生に拡大されたことに伴い、児童の受入れ拡

充を図るとともに、設備及び運営に関する基準に基づき、支援の質を向上

させ、児童が安全、快適に過ごせる環境づくりに努めます。 

一方、児童の体験・経験不足を補完するため体験や交流の各種事業を実

施する「放課後子ども教室推進事業」では、学習や文化・スポーツの活動、

地域での交流活動など、地域の幅広い協力のもと、児童の活動の場を確保

するとともに、実施地域の拡充を図ります。 

 ② 家庭・地域のネットワークの構築 

「２１世紀出雲市青少年ネットワーク条例」に基づき、家庭や地域社会

それぞれの役割の推進と連携・協力に期待するとともに、育成環境の整

備に取り組みます。 

保護者には、子どもの養育や家庭教育の第一義的責任があります。家庭

への支援としては、家庭教育に関する学習機会や情報の提供を行うととも

に、子どもとのふれあう時間が増加するようワーク・ライフ・バランスの

推進を図ります。 

一方、地域では、多様な人材、組織・人脈が連携し、子どもたちを「地

域で育む」ため、様々な体験・交流事業が展開されています。こうした、

地域でのネットワークの構築による子育て支援事業、子ども会活動などの

異年齢間交流活動が更に充実し、活性化するよう支援に努めます。 

また、出雲市青少年育成市民会議などと、家庭・地域・学校の協働のも

と、子どもたちの非行防止や見守り活動を行うとともに、市民活動を支援

します。 

（２）子ども・若者の相談・支援の充実 

急速なスマートフォンの普及、新たな情報通信サービスの出現をはじめ

とした社会環境の変化や有害情報の氾濫等、子ども・若者がおかれている状

況が悪化している中、ニート、ひきこもり、不登校、発達障がい等をはじめ、

悩みごとや心配ごとを抱える子ども・若者の育成支援を行うために設置した

｢出雲市子ども・若者支援協議会」により、関係する機関・団体が連携し、
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総合的な取組を検討、実施し、支援者の育成や子ども・若者の状況の周知、

啓発に努めます。 

また、総合相談窓口である「出雲市子ども・若者支援センター」では、

子ども・若者や保護者等の相談に対応するとともに、必要に応じ専門機関へ

引き継ぐなど一人ひとりにあわせた対応に努め、就業、修学に向けた体験活

動などの支援を行います。 

【数値目標】 

○家庭・地域と連携した育成の推進 

 

 

   

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

２０か所 

 

２５か所 

 

 

 

  ※いきいきこどもプラン計画期間である平成３１年度まで 

目標設定時現状値 

(平成２７年度) 

 

 

目標値 

(平成３１年度) 

 

１，８２１人 

 

２，０５４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 

放課後子ども教室事業

（市民文化部） 

推進 推進 推進 推進 推進 放課後や週末等に地域住民の

参画を得て、勉強やスポー

ツ・文化活動等を実施 

放課後児童クラブ事業

（子ども未来部） 

推進 継続 継続 継続 継続 放課後等に遊びや生活の場を

提供し、児童の健全育成を図

る 

出雲市青少年育成市民会

議補助事業（市民文化部） 

継続 継続 継続 継続 継続 青少年育成のための市民活動

を支援 

放課後子ども教室の実施箇所数 

放課後児童クラブ入会児童数 
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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 

子ども・若者総合支援事

業（市民文化部） 

継続 継続 継続 継続 継続 就業・修学など社会生活を営

む上での困難を抱える子ど

も・若者とその家族に対し、

総合相談窓口を開設するとと

もに専門機関・団体の連携に

よる支援の円滑な実施を図る 

奨学事業（教育委員会） 

 

 

継続 継続 継続 継続 継続 勉学の意欲がありながら、経

済的理由により大学、高等学

校等での就学が困難な大学生

又は高校生等に対し、奨学金

を貸与することにより、その

就学を支援し、教育機会の均

等を図る 

高野令一育成奨学事業

（教育委員会） 

継続 継続 継続 継続 継続 
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２ お互いを思いやり、尊重しあうまちづくりの推進 
 

人権施策の推進 

【基本方針】 

人権教育及び人権啓発に関する施策の推進は、地方自治体の責務であると同

時に、市民一人ひとりに人権の意義や重要性を認識し、相手の立場に立って理

解することができるような人権感覚が身につくことが必要です。 

人権が人々の思考や行動の基準として日常生活に根づき、次の世代に引き継

いでいくことができるような「人権という普遍的な文化」の創造を目指して、

これまで取り組んできた同和教育の成果を踏まえ、出雲市人権施策推進基本方

針に基づき、学校や家庭、職場、地域などあらゆる場において人権教育・啓発

が普及・浸透するための取組を推進します。 

【施策の体系】 

隣保館事業の推進

人権施策の推進
人権施策推進基本方針に基づく諸施
策の実施

人権・同和教育の推進と差別意識解
消の取組

推進体制の整備

人材の育成

教育・就労対策の推進

【計画】 

（１）人権施策推進基本方針に基づく諸施策の実施 

「出雲市人権施策推進基本方針」に基づき、同和問題を柱としながら、あ

らゆる人権課題の解決を図るための施策を推進します。 

（２）人権・同和教育の推進と差別意識解消の取組 

① 学校等における取組 

保育所、幼稚園、学校では、同和教育をすべての教育活動の基底に据え、

「差別の現実から学ぶ」基本姿勢のもと、自分の大切さとともに他の人の

大切さを認めることのできる幼児児童生徒を育成します。 
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ア）教職員の人権意識の高揚と指導力の向上 

     同和教育は、部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくし、すべ

ての人々の人権が尊重される民主的な社会の実現を目指して取り組む

教育活動であり、同和教育啓発指導員が幼稚園、保育所等及び小中学

校を訪問し、人権に配慮した保育・教育活動や、同和教育に関する教

職員研修、同和問題学習の内容等に関する指導を行います。 

また、各種研修会や指導資料の充実に努め、教職員の人権意識と指 

導力の向上を図ります。 

 幼稚園、保育所等及び小中学校においては、管理職のリーダーシッ

プのもと、推進体制を確立するとともに、教職員研修の充実を図りま

す。 

イ）同和問題をはじめとする様々な人権課題に関する学習の充実 

同和問題はまだ解決していないという認識に立ち、児童生徒が部落

差別に対する認識を深め、差別をなくしていこうとする意欲と実践力

を身につける必要があります。 

また、ＬＧＢＴ（性的少数者）、ＤＶ（ドメスティック・バイオレン

ス）など様々な課題についても、教職員と児童生徒の理解を深めると

ともに、自分の人権とともに他の人の人権を守るための実践行動につ

ながる人権意識を培うことが必要です。 

そのため、児童生徒の発達段階に応じて、同和問題学習や様々な人

権課題に関する学習を計画的・系統的に実施します。 

ウ）啓発活動の推進 

児童生徒の人権意識を高めるため、人権作文及びポスターコンクー

ルの実施、人権作文・ポスター集「ひまわり」の作成等の啓発活動を

行います。 

② 地域における取組 

市民一人ひとりに人権の意義や重要性が知識として身に付くとともに、

相手の立場に立って理解することができるような、人権感覚が十分身に付

くことを目指し、幼児から高齢者にいたる生涯を通じた人権教育・啓発を

推進します。 

ア）研修会・講演会の開催 

差別は絶対に許されるものではないという認識を深め、差別をなく

す行動をおこすことができるよう、研修会、講演会を開催します。 

イ）学習機会の充実 

事業所、ＰＴＡ、女性・高齢者団体、自治会、自主的な市民グルー

プ等と連携し、学習活動を支援します。また、コミュニティセンター
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での講座等を充実します。 

ウ）啓発活動の推進と情報の提供 

啓発広報紙「みちしるべ」の発行、イベントの開催等を実施すると

ともに、多様な広報媒体を活用し、啓発活動を推進します。また、資

料の作成、収集や啓発ビデオの充実等を行うとともに学習素材の提供

を図ります。 

（３）推進体制の整備 

市内の多様な団体が連携・協力して教育・啓発が推進されるよう、同和問

題をはじめとする様々な人権問題解決のための推進母体である出雲市同和

教育・啓発推進会議への支援を継続して行います。 

また、地域においては、地区同和教育推進協議会に対し、同和教育・啓発

の取組を支援していくとともに、学校、コミュニティセンター、ＰＴＡなど

が連携し、地域をあげて一貫性のある取組を推進するため、同和教育研究指

定事業を継続して実施します。 

（４）人材の育成 

人権意識が市民の中に広がっていくためには、差別に気づき、指摘して正

すことのできる市民や、学習活動、啓発活動の実践者が欠かせません。こう

した人材を育成するため、実践化につながる体系的な研修会等を実施します。

また、人権に特に関わりの深い市職員、教職員等が、地域においても人権尊

重の視点に立ち、自ら実践者となるよう啓発に努めます。 

（５）教育・就労対策の推進 

同和地区住民の就職の機会均等等を確保し、雇用の促進、職業の安定を図

るため、関係機関と連携・協力し、雇用主に対し公正な採用選考や同和問題

についての啓発を進めます。また、「教育集会所訪問研修会」の実施により

同和地区住民の学習を促進するとともに、同和問題解決の中心的役割を担う

市職員、教職員等の人権意識の高揚を促し、指導者、啓発者としての資質を

高めます。 

（６）隣保館事業の推進 

隣保館は、地域社会全体の中で福祉の向上や人権啓発の住民交流の拠点と

なる開かれたコミュニティセンターとして、生活上の各種相談事業や人権課

題の解決のための各種事業を総合的に実施します。 

そこで、地域住民の実態やニーズを十分に把握し、諸問題の解決にあたる

とともに、地域住民の自立の支援を行う他、各種講座等に積極的な参加を促

し、住民相互の理解と交流を深め、これらの活動を通じた啓発を推進します。 
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【数値目標】 

○人権・同和教育の推進と差別意識解消の取組 

各種人権・同和教育研修会の参加人数（年間） 

※市が主催する講演会等や地域や職場等における研修会の参加人数を指標とする。 

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

７，８８０人 

 

８，０００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 

人権施策推進基本方針に

基づく諸施策の実施方針

の見直し（総務部） 

推進 

完了 

推進 

 

 

推進 

 

 

推進 推進 人権施策推進基本方針に基づ

く施策の推進方針の検証及び

見直し 

学校等の教職員研修の充

実（教育委員会） 

継続 継続 継続 継続 継続 各種研修会開催、同和教育啓

発指導員学校訪問の実施 

学校等における指導資料

の充実（教育委員会） 

継続 継続 継続 継続 継続 実践事例集、同和問題学習プ

ログラムの実施 

学校等における啓発活動

の充実（教育委員会） 

継続 継続 継続 継続 継続 人権作文・ポスターコンクー

ルの実施 

研修会・講演会の開催 

（総務部） 

推進 推進 推進 推進 推進 各種研修会、講演会の開催 

学習機会の充実 

（総務部） 

推進 推進 推進 推進 推進 各種研修会等への講師派遣 

啓発活動の推進と情報の

提供（総務部） 

推進 推進 推進 推進 推進 広報紙等の発行、学習資料 

の作成・収集 

推進体制の整備 

（総務部・教育委員会） 

推進 推進 推進 推進 推進 同和教育・啓発推進会議等へ

の支援、研究指定事業の実施 

人材の育成 

（総務部・教育委員会） 

推進 推進 推進 推進 推進 人材育成のための研修会等の

実施 

教育・就労対策の推進 

（総務部・教育委員会） 

推進 推進 推進 推進 推進 教育集会所訪問研修会の実施 

隣保館事業の推進 

（総務部） 

推進 推進 推進 推進 推進 相談事業、地域福祉事業、啓

発及び広報活動の実施 
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男女共同参画の推進 

【基本方針】 

家族形態の多様化や少子高齢化の進展など、地域社会を取巻く環境が急速に

変化している中、真に心豊かで活力ある出雲市を創っていくためには、男女が

お互いの人権を尊重し、責任を分かち合い、性別に関わりなく、それぞれの個

性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現が必要です。 

男女共同参画社会の実現のためには、まず、地域・家庭・職場等において依

然として残っている性別役割分担意識を解消することが必要であり、さらに、

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）を推進し、男性も女性もあら

ゆる分野で活躍できる社会の実現に向けて取り組んでいく必要があります。 

また、社会問題として対応が急がれている男女間の暴力などについても、根

絶に向けた啓発活動と相談体制の充実を図り、被害者への支援を行います。 

これらについては、第４次「出雲市男女共同参画のまちづくり行動計画」（平

成２９年度～平成３３年度）に基づき推進していきます。 

【施策の体系】 

推進体制の整備

男女共同参画の推進 男女共同参画社会への意識づくり

男性も女性もあらゆる分野で活躍で
きる社会づくり

男女間の暴力根絶、生涯を通じた心
身の健康づくり

【計画】 

（１）男女共同参画社会への意識づくり 

市民を対象にした人権問題や男女共同参画についての講演会、講座等を充

実するとともに、啓発紙の発行や市の広報、ホームページ等を活用し、多方

面から積極的な啓発活動を行います。 

（２）男性も女性もあらゆる分野で活躍できる社会づくり 

① 政策方針決定過程への男女共同参画の推進 

市の審議会への女性の参画を推進するとともに、各種団体、地区自治会

等での役員体制において、男女が共に参画できるような地域環境をつくり

ます。 
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② 家庭における男女共同参画の推進 

家庭での固定的な性別役割分担意識をなくすため、引き続き、各種啓発

活動を行うとともに、子育て・介護サービスの充実などにより、男女がと

もに家庭生活を担っていく環境づくりを進めます。 

③ 地域における男女共同参画の推進 

地域の拠点であるコミュニティセンターをはじめ、地域での啓発事業の

充実により、地域における男女共同参画を推進します。 

また、安心安全な地域づくりを進めるため、防災対策において男女双方

の視点による取組が行えるような意識啓発を図るとともに、消防団等の地

域団体について、女性の参画を促進し、活動の充実と活性化を図ります。 

④ 職場における男女共同参画の推進 

家庭と仕事の両立支援のため、雇用機会均等法や育児･介護休業法など

の法制度の周知徹底を行い、経営者には企業の一般事業主行動計画の策定

等を働きかけます。 

事業所にむけては、働きやすい職場となるための研修会等を開催し、「仕

事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）」を推進します。 

農林水産業、商工業の自営業者等への支援としては、研修機会や情報提

供、女性の起業やグループ活動への支援、家族経営協定等の締結を引き続

き促進します。 

また、働く場面で活躍したいという希望を持つすべての女性が、その個

性と能力を十分に発揮できる社会を実現するために、介護と仕事の両立に

向けた啓発、仕事と子育ての両立に向けた就職支援等を行います。 

⑤ 教育現場における男女共同参画の推進 

固定的性別役割分担意識をなくすため、子どもの頃から男女共同参画を

基本とする教育を引き続き行っていくとともに、将来の社会生活や家庭生

活における、それぞれの個人の尊重と責任の重要性を認識する教育を行い

ます。 

⑥ その他の分野における男女共同参画の推進 

国際交流、環境、文化、観光、スポーツ、消防・防災、まちづくりなど

の分野においても、男女共同参画を推進し活動の活性化を図ります。 

（３）男女間の暴力根絶、生涯を通じた心身の健康づくり 

① 男女間のあらゆる形態の暴力根絶 

ＤＶ防止に関する研修・講座を開催し、暴力の根絶に向けた啓発活動を

行います。特に、市内中学生を中心とした若年層に対するデートＤＶ防止

の啓発について学習機会を設け、早期教育に取り組みます。 

また、女性相談センターの機能充実を図るとともに、本庁内に設けたＤ
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Ｖワンストップ窓口を中心に、県や市の関係各課・関係機関と連携のもと

被害者への支援に努めます。 

② 性と生殖に関する互いの意思の尊重 

妊娠・出産などに関して男女が互いに理解を深め、性と生殖に関する健

康と権利が尊重される取組を進めます。 

（４）推進体制の整備 

① 行政における推進体制の整備 

市執行部で構成される出雲市男女共同参画推進本部において、市全体で

取り組む施策を推進する一方で、市民で構成される出雲市男女共同参画推

進委員会での意見等を市の施策に反映させます。 

男女共同参画拠点施設においては、市民への啓発施設としての機能充実

を図ります。 

② 市民との連携体制の整備 

地域や職場、教育現場における主体的な推進体制の整備を促進するとと

もに、男女共同参画に関する市民団体との連携を深め、市全体で男女共同

参画のまちづくりを総合的に推進します。 

【数値目標】 

○男女共同参画社会への意識づくり 

性別による役割分担意識に否定的な人の割合 

※「男性は仕事、女性は家庭」という考え方について、反対である、あま

り好ましくないと思っている市民意識の割合。  

目標設定時現状値 

(平成２８年６月) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

６１．７％ 

 

７５％ 

 

○男性も女性もあらゆる分野で活躍できる社会づくり 

家庭生活において男女が平等であると感じている人の割合 

     

目標設定時現状値 

(平成２８年６月) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

３７．４％ 

 

５０％ 
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地域社会において男女が平等であると感じている人の割合 

   

目標設定時現状値 

(平成２８年６月) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

３８．５％ 

 

５０％ 

 

職場において男女が平等であると感じている人の割合 

   

目標設定時現状値 

(平成２８年６月) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

３３．５％ 

 

４０％ 

 

女性が仕事を続けやすいと感じている人の割合 

   

目標設定時現状値 

(平成２８年６月) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

２５％ 

 

４０％ 

 

ワーク・ライフ・バランスの認知度 

※「ワーク・ライフ・バランス」という言葉について、言葉も内容も知っ

ている、言葉は聞いたことがあるが内容は知らないといった市民意識の

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) 

 

６３．５％ 

 

７０％ 
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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 

男女共同参画のまちづく

り推進事業（市民文化部） 

推進 推進 推進 推進 推進 各種男女共同参画・ＤＶ防止

啓発事業等の実施 

男女共同参画センター管

理運営費（市民文化部） 

継続 継続 継続 継続 継続 男女共同参画センター管理運

営 

女性相談センター事業 

（市民文化部） 

継続 継続 継続 継続 継続 女性相談業務の実施 

 

いじめや虐待の防止とＤＶ対策 

【基本方針】 

少子化、高齢化に加え、人口減少社会を迎え、今までの社会構造が大きく変

化する中、心豊かで活力ある出雲市を創っていくためには、お互いを思いやり

尊重しあうまちづくりを推進していくことが必要です。 

小中学校におけるいじめや、児童・障がい者（児）・高齢者への虐待、男女間

の暴力など社会問題となっている様々な問題について、早期発見、早期対応が

できるよう人権教育、啓発活動、相談体制の充実を図ります。 

【施策の体系】 

権利擁護の推進（障がい者（児）虐
待）

ＤＶ対策について

いじめや虐待の防止とＤＶ対策 いじめ防止対策について

児童虐待防止対策の実施

安心して暮らせる地域づくり（高齢
者虐待）

【計画】 

（１）いじめ防止対策について 

① いじめや問題行動への取組 

いじめの未然防止と人権意識の高揚を目指して行うフレンドシップ事 
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業や、楽しい学校生活を送るためのアンケートを活用していじめが起こ 

らない学級づくり・学校づくりに努めます。また、インターネットによ 

るトラブルやいじめを防止するために、児童生徒への情報モラル教育や 

保護者への啓発活動に取り組みます。 

いじめ・問題行動等に対しては、早期発見・早期対応を図るとともに、 

心理相談員やスクールソーシャルワーカーを配置・活用して、家庭や行 

政、福祉関係施設など外部機関と連携しながら児童生徒への指導・支援 

を行います。また、警察や少年補導員と連携し、青少年の非行の状況な 

どを、学校、保護者、地域が学ぶ機会を設けます。 

② いじめ問題対策委員会の開催 

いじめ問題対策委員会を定期的に開催し、対策の検証や専門的提言によ 

り、いじめの防止等にかかる対策を実効的に行います。また、重大事態が 

発生した場合には、速やかに調査を行い、課題の整理や今後の取組につ

いて審議します。 

（２）児童虐待防止対策の実施 

児童虐待の発生予防から早期発見・早期対応、保護・支援・アフターケ

アに至るまでの切れ目のない総合的な支援を講じます。 

また、早期発見が重要である児童虐待について、住民通告の果たす役割

が大きいことから、児童虐待の疑いを察知した場合の積極的な通告を促す

ため、通告の意義や通告義務があることなど必要な広報・啓発活動に取り

組みます。 

（３）安心して暮らせる地域づくり（高齢者虐待） 

高齢者が住み慣れた地域でできる限り継続して生活していくことを支援

していくため、関係機関との連携を図り「地域包括ケアシステム」の確立

を目指します。 

増加傾向にある認知症高齢者が、尊厳が守られ豊かな生活を送ることが

できるよう、市民の認知症に対する理解を深めたり、認知症になっても安

心して暮らし続けられる地域づくりに努めます。 

高齢者虐待の予防、成年後見制度の活用などにより、高齢者の権利擁護

に努めます。 

ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯が増加傾向にある中で、①老老介

護支援事業②外出支援事業③緊急通報システム事業④高齢者福祉タクシー

事業などにより、高齢者が安心して生活できるよう支援していきます。 

高齢者の総合相談・介護予防ケアマネジメント・権利擁護などを支援す

るために、高齢者あんしん支援センター（地域包括支援センター）の機能
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の充実を図ります。 

（４）権利擁護の推進（障がい者（児）虐待） 

障がい者の人権を守るために、障がい者虐待防止センター機能の充実や、

障がい者虐待についての啓発を行い、障がい者虐待防止に努めるとともに、

成年後見制度の活用を図ります。 

（５）ＤＶ対策について 

ＤＶ防止に関する研修・講座を開催し、暴力の根絶に向けた啓発活動を

行います。特に、市内中学生を中心とした若年層に対するデートＤＶ防止

の啓発について学習機会を設け、早期教育に取り組みます。 

また、女性相談センターの機能充実を図るとともに、本庁内に設けたＤ

Ｖワンストップ窓口を中心に、県や市の関係各課・関係機関と連携のもと

被害者への支援に努めます。 

これらについては、第４次「出雲市男女共同参画のまちづくり行動計画」

（平成２９年度～平成３３年度）及び第３次「出雲市ＤＶ（配偶者等から

の暴力）対策基本計画」（平成２９年度～平成３３年度）に基づき推進して

いきます。 

【数値目標】 

○ＤＶ対策について 

ＤＶ防止講座受講者数（年間） 

 

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

３７４人 

 

４００人 

 

中学・高校デートＤＶ防止出前講座実施回数（年間） 

 

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

１０回 

 

１２回 
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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 

児童相談事業 

（子ども未来部） 

推進 継続 継続 継続 継続 児童相談窓口を設置し、児童

虐待や要支援児童を含む児童

相談を実施 

要保護児童対策地域協議

会の事業 

（子ども未来部） 

継続 継続 継続 継続 継続 関係機関との連携強化によ

り、虐待防止と早期発見・対

応を促進 

女性相談センター事業 

（市民文化部） 

継続 継続 継続 継続 継続 女性相談業務の実施 

いじめ・問題行動等対策

事業 

（教育委員会） 

継続 継続 継続 

 

継続 継続 いじめ等の課題に対応するた

め、いじめ問題対策委員会の

設置やアンケートＱＵを実施

する 
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３ 生きる力と夢を育む教育体制の充実 

教育行政の充実 

【基本方針】 

学校教育・幼児教育を推進するうえで、その環境を整えることは、幼児・児

童生徒の安全・安心や学習意欲の向上に直結し、教職員の士気にも影響します。

地域が学校を応援し、その中で教職員が安心して職務に集中でき、幼児・児童

生徒が快適に学習・活動に集中できる教育環境を目指します。 

本市では、すべての学校・幼稚園に地域学校運営理事会や幼稚園運営協議会

を設置しています。このことにより、家庭・地域が学校・幼稚園運営に関わる

ことで学校・幼稚園を応援し、支えています。今後も、組織の活性化と活動の

充実に取り組みます。 

また、平成２４年(2012)に策定した「出雲市立小中学校再編方針」及び「出

雲市立幼稚園の閉園に関する方針」に基づき、少子化時代に対応した教育環境

を整備し、教育効果を一層高めていくための取組も継続します。 

【施策の体系】 

教職員等の負担軽減

教育行政の充実

危機管理力の向上

情報管理の適正化

開かれた教育行政の推進

適正な教育環境の構築

【計画】 

（１）開かれた教育行政の推進 

① 地域学校運営理事会の充実 

    本市では、平成１８年度(2006)に全国に先駆けて、市内全学校で地域学

校運営理事会が発足し、家庭・地域・学校の三者協働による教育体制づく

りを進めてきました。 

地域学校運営理事会は、学校の教育方針や教育課程の編成に関する基本 

方針などの承認に関わるとともに、学校の運営や、地域や学校のニーズに
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的確に対応できる教職員の確保などについて意見を述べ、運営に対する評

価を行います。制度発足以来、１０年以上の運営実績があり、後に合併し

た斐川地域でも、３年以上の取組を行っています。これまでに各校で保護

者や地域住民が学校運営に直接参画・協働できる体制が整備され、スムー

ズな運営が行われています。今後も、活動の充実を図り、家庭・地域・学

校の協働により、地域に開かれた、信頼される学校づくりを進めるととも

に、より多くの市民に関わっていただけるよう、制度の周知を更に図って

いきます。 

② 幼稚園運営協議会の充実 

    本市では、学校における地域学校運営理事会の幼稚園版として、平成 

２５年度(2013)に市内全幼稚園で幼稚園運営協議会が発足しました。 

幼稚園運営協議会は、幼稚園の経営計画や教育課程の編成に関する基本 

方針などの承認に関わるとともに、職員の採用その他の任用に関する事項

などについて意見を述べ、幼稚園の運営に関する評価を行います。 

今後も幼稚園運営協議会の活動を継続・充実させ、家庭・地域・幼稚園

の協働により、幼児の健全な育ちを支え、地域に開かれた幼稚園づくりを

進めます。 

③ 教育政策審議会の開催 

地域学校運営理事会の理事や学識経験者等、多様な市民代表による審

議・提言機関である「出雲市教育政策審議会」を引き続き設置し、教育施

策に関する基本的な考え方及び重点的な教育活動等に関し調査及び審議

を行い、教育施策に反映させます。 

④ 有識者による事務事業の点検・評価 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、教育に関する事務

の管理及び執行の状況の点検・評価等を行い、教育施策の充実・改善を図

ります。 

⑤ 市と教育委員会の連携強化 

    総合教育会議において、市長と教育委員会が重要な教育課題について定

期的に協議・調整を行い、両者の連携により充実した教育行政を推進しま

す。 

    また、平成２７年度(2015)から、国において子ども・子育て支援新制度

が施行されました。制度施行を前に、本市は平成２６年度(2014)から幼稚

園、保育所等の入園・入所手続き窓口を市長部局に一本化しました。 

新制度の趣旨をふまえ、市長部局と教育委員会が密接に連携し、幼稚園、

保育所等において幼児教育の質の向上を図ります。 
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（２）適正な教育環境の構築 

① 学校の再編 

   平成２４年(2012)９月に策定した「出雲市立小中学校再編方針」に基づ

き、児童生徒にとって等しく良好な教育環境を確保し、教育効果を一層高

めていくため、地元と十分に議論・協議しながら、学校の再編統合を進め

ていきます。 

② 幼稚園の適正規模化と認定こども園化の検討 

    子どもの個性が育ちあうためには、どのように集団形成を行い小学校教

育に接続するのが望ましいかについて、日々の教育実践・研究を通じて明

らかにし、幼児教育の内容や方法に関するモデルを示すことが、幼稚園の

重要な役割の一つです。そのためには、地域の実態も考慮しながら一定の

規模を維持することが求められます。 

こうした教育的役割を果たすことが著しく困難になった園については、

平成２４年(2012)９月に策定した「出雲市立幼稚園の閉園に関する方針」

により、“学級数１以下の状態が２年続く”場合は、地元の了解を得なが

ら、閉園を検討します。 

     また、園児数が減少している幼稚園のうち、今後もさらなる減少が懸

念される園については、幼児教育の質を維持しながら地域の子育て支援

ニーズを満たすという観点から、認可保育所を運営する社会福祉法人等

への譲渡などによる認定こども園化を検討します。 

（３）危機管理力の向上 

① 教育委員会と学校の連携強化 

教育委員会内に危機管理幹を配置し、危険が発生した場合の学校等から

の情報の一元化、学校等への情報提供、明確な指揮命令系統により、適切

かつ迅速な対応を行います。 

② 学校等における危機管理体制の確立 

学校及びその他の教育施設において、教職員の危機管理意識を高め、危

機管理マニュアルの充実、訓練等の実施により、自然災害や事故、不審者

など、あらゆる危機の未然防止に努めるとともに、適切な対処が行えるよ

う、危機管理体制を確立します。 

③ 子ども安全対策の充実 

児童生徒の安全確保について、学校における安全教育を推進するととも

に保護者・地域・関係機関等と連携した取組を進めます。 

学校における防犯教室・不審者対応訓練の取組については、出雲市子ど

も安全センターにより支援するとともに、近年増加するインターネット被

害については、児童生徒への情報モラル教育や保護者への啓発活動を推進
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し、警察等との連携を図りながら児童生徒の犯罪被害防止に取り組みます。 

また、出雲市通学路交通安全プログラムに基づき、合同点検の実施や出

雲市通学路安全推進会議による対策検討を行い、道路管理者、学校関係者、

地域、警察等との連携を図りながら通学路の安全対策に取り組みます。 

（４）情報管理の適正化 

① いずもオロチネットのセキュリティ対策の強化 

    教育の情報化に伴う情報セキュリティを確保するため、市内学校と教育

委員会を繋ぎ、教育・校務に関して運用している市教育ネットワーク「い

ずもオロチネット」のセキュリティ対策の強化を図ります。 

② 学校における情報セキュリティの推進 

学校における個人情報をはじめとするあらゆる情報を適切に運用・管理

するため、「出雲市立小中学校情報セキュリティ基準」を見直し、教職員に

対する研修の充実により、教職員の情報セキュリティ意識の向上と実践の

徹底を図ります。 

（５）教職員等の負担軽減 

① 学校事務の改善 

    教職員の多忙感軽減に向けて、学校事務改善委員会を定期的に開催し、

教育委員会、学校事務支援グループ及び学校において事務改善を検討する

とともに、国、県に対して積極的に改善の働きかけを行います。あわせて、

学校独自の事務等の改善を促します。 

② 校務支援システムの効果的活用 

    学校現場の多忙感軽減と教育力向上に向け導入している校務支援シス

テムを有効に活用し、学校事務の定型的かつ画一的な事務の効率化を進め

ていきます。 

また、校務支援システムが学校現場のニーズに合うよう、学校現場の意

見を聞きながら適宜改修を行うとともに、操作研修等運用支援の充実を図

ります。 

③ 部活動の在り方の検討 

現在の部活動の在り方が、教職員の多忙化の要因になっているとともに、

生徒にとっては心身への過重な負担となっているとの指摘もあります。こ

れは本市だけの問題ではなく、改善を図るために国･県へ働きかけを行う

とともに、部活動における休養日の設定、活動時間、朝練習の在り方、外

部指導員（仮称）の導入等について検討します。 
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【数値目標】 

○危機管理力の向上 

 

 

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

６９か所 

 

７５か所 

 

 

 

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

３６か所 

 

５０か所 

【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 

地域学校運営理事会推進

事業 

（教育委員会） 

推進 推進 

 

推進 推進 推進 地域学校運営理事会制度の活

性化、学校支援・地域活性化

の推進 

小中学校の再編 

（教育委員会） 

推進 推進 推進 推進 推進 小中学校の適正規模化に向け

た取組の推進 

幼稚園の再編と認定子ど

も園化等の検討 

（子ども未来部） 

推進 推進 推進 推進 推進 幼稚園の適正規模化と認定子

ども園化に向けた取組の推進 

子ども安全対策事業 

（教育委員会） 

継続 継続 継続 継続 継続 子どもの安全確保及び学校の

安全管理や安全指導のより一

層の充実を図る 

いずもオロチネットのセ

キュリティ対策の強化

（教育委員会） 

導入 推進 推進 推進 推進 教育の情報化に伴う情報セキ

ュリティを確保する 

 

防犯教室の開催箇所数（年間） 

不審者侵入対応訓練の開催箇所数（年間） 
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幼児教育の充実 

【基本方針】 

幼児期は、その時期にふさわしい生活や遊びを通して、心情、意欲、基本的

な生活習慣、知的な発達、創造性や社会性など、人間形成の基礎が培われる極

めて重要な時期です。 

また、子育ての第一義的責任は保護者にあり、特に幼児期の教育においては、

家庭での教育の役割は大変大きいものがあります。 

しかしながら近年の幼児の育ちについては、基本的な生活習慣が身に付いて

いない、他の人とのかかわりが苦手である、自制心や耐性、規範意識が十分に

育っていない、運動能力が低下しているなどの課題が指摘されています。また、

近年、社会・経済環境の変化から、家庭や地域で子ども同士が関わる機会が減

少しており、幼稚園・保育所等における集団教育・保育の必要性が高まってい

ます。そこで、市と教育委員会が連携し、幼児期に全ての子どもが等しく質の

高い幼児教育を受けられる環境を整え、小学校へつなげていくための取組を進

めます。 

あわせて、これらの施設と保護者との関わりを通じて、家庭の教育力を高め

ていくための働きかけを行います。 

また、近年、全国的に発達の支援が必要と思われる子どもが増加傾向にあり、

本市でも、個にあった支援、子どもの成長の段階に応じて一貫した支援ができ

る体制の整備を図ります。 

【施策の体系】 

幼児教育の充実 教職員等の資質の向上

幼稚園等における子育て支援の推進

困難を抱える園児等の支援

【計画】 

（１）教職員等の資質の向上 

幼稚園・保育所等において、質の高い幼児教育が提供されるよう、幼稚 

園・保育所等の合同研修を実施するほか、各種の研修を支援します。 

また、幼児教育指導員を配置し、幼稚園・保育所等への巡回訪問等を行

い、幼児教育の充実を図ります。 
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（２）幼稚園等における子育て支援の推進 

幼稚園における在園児を対象とする一時預かり事業（幼稚園型）の未実

施園での実施については、保護者ニーズの高い園から進めていきます。 

また、幼稚園は、幼児期の教育に関する相談に応じたり、保護者同士の 

交流の機会を提供したりするなど、地域における幼児期の教育のセンター 

としての役割を果たすよう努めます。 

このほか、年中児発達相談事業により、子どもの成長・発達の様子や、

保護者の様々な育児不安等を把握し、早期から子どもや保護者に必要な支

援を行います。さらにこの事業により、在籍園と小学校の情報連携を図り、

幼児の円滑な就学につなげます。 

（３）困難を抱える園児等の支援 

① 幼稚園・保育所等における特別支援教育の充実 

幼稚園においては、インクルーシブ教育推進のため、特別支援補助教諭

等の配置を行い、全ての園児が共に学び育つ教育環境の整備に努めます。

特に、今市幼稚園、中央幼稚園を特別支援拠点園として、特別な支援を要

する園児の受入れ枠を設定し、積極的な受入れを行います。 

また、今市幼稚園には、専門的な知識を有する幼稚園教員を配置し、巡

回指導等を通じて全幼稚園の特別支援教育の充実を図ります。 

このほか、幼稚園・保育所等に在籍する幼児については、今市幼稚園に

「幼児通級指導教室」を設置して専任の幼稚園教員を配置するとともに、

神西、平田、大社、中部小学校の通級指導教室に幼児通級指導員を配置し、

発達を促す個別の指導や相談を行います。 

② 早期からの幼児への支援 

早期からの教育相談及び支援を行うため、幼児早期支援相談員を配置し、

幼稚園・保育所等への巡回訪問等を通して幼児の支援や教職員への指導・

助言を行います。 
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【数値目標】 

○幼稚園等における子育て支援の推進 

 

 

※市立幼稚園数（２７園）に対する一時預かり事業実施園数の割合 

（上段割合、下段カッコ内実施園数） 

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

５１．８％ 

（１４園） 

９６．２％ 

（２６園） 

【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 

一時預かり保育事業 

（子ども未来部） 

推進 推進 継続 継続 継続 一時的な保育需要に対応した

預かり保育の実施 

幼児通級指導教室運営事

業 

（子ども未来部） 

継続 継続 継続 継続 継続 専任の幼稚園教員、教育相談

員の配置と小学校への補助員

配置による指導・相談の実施 

 

 

義務教育の充実 

【基本方針】 

情報化や国際化など変化の激しい社会を生きぬく子どもたちに必要な力は、

いかに社会が変化しようと、自ら課題を見つけ、自ら学び、自ら考え、主体的

に判断し、よりよく問題を解決する確かな学力、自らを律しつつ、他人と協調

し、他人を思いやる心や感動する心などの豊かな人間性、たくましく生きるた

めの健康や体力などの「生きる力」です。 

「生きる力」を育むために、学校だけでなく、家庭や地域、関係機関と連携

した教育を推進するとともに、小学校と中学校と幼稚園・保育所等が一層連携

を強化し、一人ひとりの適性や資質を大切にして、その可能性を伸ばしていく

取組を行います。 

 

 

一時預かり事業実施率 
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学習上や生活上の困難を抱え、特別な支援を必要とする幼児・児童生徒の増

加や障がいの多様化・重複化に対しては、関係機関が連携し幼児期から継続し

て切れ目のない支援を行うことにより、一人ひとりを大切にする特別支援教育

の充実を図ります。 

また、いじめ・不登校・問題行動等、生徒指導上の問題の解決も、学校の喫

緊の課題となっており、未然防止はもとより、早期に発見し組織的に対応する

とともに、関係機関等と連携した支援体制の充実・強化を図ります。 

加えて、近年、急激に増加している日本語指導が必要な児童生徒に対する教

育支援にも努めます。 

これらの取組を通して、幼児・児童生徒の進路の保障や社会的自立を目指し

ます。 

【施策の体系】 

日本語指導の充実

出雲科学館における理科学習の充実

特別支援教育の充実

不登校対策の充実

義務教育の充実 確かな学力の定着と向上

心の教育の推進

健康・体つくりの推進

【計画】 

（１）確かな学力の定着と向上 

① ふるさと・キャリア教育の充実 

学校において、地域で活躍する人々からその生き方を学んだり、自然・

歴史・文化等を通してふるさと出雲の素晴らしさを学んだりできる学習が

効果的に実施されるよう支援を行い、ふるさとに誇りと愛着を持ち、夢や

目標を自らの力で実現しようとする児童生徒を育成します。 

また、地域の企業等と連携して取り組む体験学習等を通して、ふるさと

出雲で働くことの意義や素晴らしさを学ぶとともに、望ましい勤労観と職

業観の育成を図り、「人間関係形成・社会形成能力」や「キャリアプランニ
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ング能力」などこれからの社会をたくましく生きぬく力を育みます。 

なお、ふるさと出雲への関心と知見を深めるため、小学校３・４年生で

使用する社会科副読本「わたしたちの出雲市」の内容を見直し、様々な学

習で活用される資料となるよう編集を行います。 

さらに、ふるさと・キャリア教育並びにすべての教科学習の中で主権者

として必要な力を育む教育を推進します。 

② 教員の授業力の向上 

    児童生徒の学力を支えるには、「質の高い授業への改善」は不可欠な要

素であり、その改善を図るために授業力向上のための指導者を各学校に派

遣し、授業や学力向上策に対する指導助言を行います。 

    また、学習指導要領改訂への対応として、主体的・対話的で深い学びと

なる授業づくり・授業改善等に関する研修会を充実させ、計画的に実施し

ていきます。 

③ 学習習慣の定着化 

    児童生徒がそれぞれの家庭で取り組む学習は、学力を支える大切な要素

です。こうした習慣が身につくように、児童生徒が参加しやすく、安全で

継続的に取り組める自主学習の場として、通学する学校での放課後等を活

用した学習活動を支援し、児童生徒の学習習慣の定着を図ります。 

また、各学校が作成している「家庭学習の手引」を活用し、家庭学習の

習慣化を保護者・児童生徒・教員が一体となって推進していきます。 

さらに、学力育成と相関関係のある学習習慣・生活習慣について、家庭

及び地域への働きかけを強化します。 

④ 国際理解教育の推進 

グローバル人材の育成が求められる中で、国際的な視野に立って物事を

考え、行動する力を育てるため、コミュニケーション能力や表現力などの

向上を図ります。そのため、小学校には、全ての外国語活動に英語指導助

手を派遣し担任の補助を、中学校には、英語授業に週１回外国語指導助手

を派遣し英語指導教員の補助を行います。 

また、総合的な学習の時間等に外国語指導助手を派遣し異文化を理解す

るとともに、これを尊重する態度や異なる文化を持った人々と共に生きて

いく資質や能力の育成を図ります。 

さらに、小学校高学年での外国語教科化や中学年における外国語活動の

本格実施に向けて、教育課程及び教材教具の研究、指導体制の検討、教員

研修などを実施します。 

⑤ 学校図書館活用教育の推進 

学校図書館を活用した学習を推進し、児童生徒の読解力・思考力・表現
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力等を培い、読書を通して豊かな心を育むために、学校司書の配置校の拡

大に努めつつ、各学校での読書活動の推進と調べ学習への支援を行います。 

また、市の学校図書館支援センター（出雲中央図書館内）と連携しなが

ら、学校図書館システムの統一化を図り、学校図書館の環境の充実を目指

します。 

⑥ ＩＣＴ活用教育の推進 

    すべての学校に実物投影機やプロジェクターなどのＩＣＴ機器を配置

し、視覚的な効果を利用したきめ細かな学習指導を行い、児童生徒一人ひ

とりの学習意欲や学習理解を高めます。 

また、タブレットパソコンや電子黒板などのＩＣＴ機器をモデル的に導

入し、全ての学校への拡大を目指します。 

あわせて、物事を論理的に思考する力を育成するため、発達段階に応じ 

たプログラミング教育に取り組みます。 

⑦ 保幼小中連携の推進 

    幼児期の教育と小学校教育の接続及び小学校教育と中学校教育の接続

を円滑に行うため、保幼小連携推進委員会及び小中連携推進委員会を設け、

計画的に連携事業を支援します。 

保幼小連携では、市内一斉の保幼小交流の日の開催や連携推進の啓発リ

ーフレットの作成、保・幼・小・中教職員等の合同研修の実施等を行いま

す。 

また、幼児から中学生までが同じ期間に生活習慣チェックを行うなどの

校種間の「縦の連携」や、同じ中学校に進学する小学校同士が合同で活動

する「横の連携」の充実も図り、保・幼・小・中の子どもと保護者が感じ

る就学不安や環境変化への戸惑いを軽減できるよう、より密接な連携を図

ります。 

小中連携では、各中学校区における連携事業や教職員研修の推進を図る

とともに、義務教育学校についての検討を進めます。 

（２）心の教育の推進 

① 生命（いのち）を考える教育の充実 

    青少年の非行・被害防止全国強調月間を含む６・７月と全国子ども・若

者育成支援強調月間の１１月に、市内の学校が一斉に取り組む「生命（い

のち）を考える教育」の集中期間を設け、児童生徒の心を揺さぶる生命（い

のち）の教育を推進します。生命（いのち）の尊さや人権尊重をテーマに

した集会や公開授業等を通して、児童生徒だけでなく、保護者や地域とと

もに考える取組を行います。 

② 道徳教育の充実 
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    教科化される道徳に関する研修の実施や指導資料の提供などにより、教

職員の指導力の向上を図り、道徳教育の一層の充実に努めます。また、学

校の教育活動全体で、自分自身を理解すること、他の人を思いやること、

集団や社会との関わりを理解すること、自然や美しいものに感動すること

を通じて、豊かな人間性の育成に努めます。 

（３）健康・体つくりの推進 

① 食育の推進 

担任と栄養教諭等が連携して食に関する授業の推進に取り組むとともに、

学校給食を通じて、食への関心を高め、食と成長に関して正しい理解を図

ります。 

② 健康と体力の増進 

幼児教育においては、幼児が遊びや生活の中で「おもしろく」、「夢中に

なる」運動遊びなど、体を動かしたくなるような環境や機会の提供に努め

るとともに、幼児が体を動かすことを心地よく感じられるよう保育実践を

進めます。 

学校においては、栄養バランスのとれた食事や、規則正しい生活リズム

の定着などについての指導の充実を図ります。また、毎日一定時間、すべ

ての児童生徒が「適度な運動」をする時間を継続的に設定することで、健

康と体力の増進を図るとともに、生涯にわたって運動に親しむことができ

る資質の育成を図ります。 

さらに、学校における体育的活動の推進、国、県と連携した体力テスト

の実施や、それに基づく体力向上推進計画の策定等により、各学校でバラ

ンスのとれた体つくりを進めていきます。 

こうした幼児期からの基本的生活習慣の確立や運動指導等を通して、健

やかな心と体つくりを推進します。 

（４）出雲科学館における理科学習の充実 

出雲科学館において、高度な装置、機器を使った独創的な体験･実験を中心

とした小中学校理科授業を引き続き実施し、児童生徒の自主的・主体的に学

ぶ姿勢を育むとともに、問題解決能力の向上を図ります。 

また、教員の理科の授業力向上を図るため、実践的な指導方法についての

教員研修を行います。 

（５）特別支援教育の充実 

① 就学相談の充実 

特別な支援が必要な児童生徒やその保護者への支援を一層推進するため、

特別支援教育指導員や心理相談員を配置して、就学相談や教育相談の充実

を図ります。 
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また、特別な支援が必要な幼児・児童生徒について、関係機関との連携

のもと、長期的な見通しをもった個別の教育支援計画「出雲市子ども支援

ファイル」を作成し、一人ひとりの個性に応じた適切な支援を、就学先や

進学先へ繋ぎます。 

② 学校における特別支援教育の充実 

校長が指名する特別支援教育コーディネーターを中心として、各学校に

おける特別支援教育の取組を充実させます。 

また、特別支援教育推進委員会の委員が学校の巡回相談を行い、校内支

援体制、対象児童生徒の指導計画等についての指導・助言を行います。 

③ 通級指導の充実 

通常の学級に在籍している特別な支援を必要とする児童生徒に対しては、

各教科などの指導は通常の学級で行いながら、必要に応じて通級指導教室

で障がいに応じた特別の指導を行います。この指導を円滑に行うため、通

級指導教室指導員を配置し、入級に伴う状況把握と、児童生徒の在籍校と

通級指導教室設置校との連絡・調整を行います。 

また、担当教員の複数配置や増員を県へ要望するとともに、通級指導ヘ

ルパーの配置やタブレット端末の導入などの学習環境の整備を行い、通級

指導の充実・強化を目指します。 

④ 障がい者理解教育の推進 

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（通称：障害者差別解

消法）に定める「合理的配慮の提供」や「不当な差別的取扱いの禁止」に

学校が取り組むことはもとより、学校において障がいに対する適切な知識

を得る機会を確保し、児童生徒の自己理解と他者理解が深まるように障が

い者理解教育を推進します。 

⑤ スクールヘルパー事業の推進 

肢体不自由や自閉症など日常的に介助を必要とする児童生徒に対する特

別支援介助者や保育の補助を行う特別支援補助教諭を配置し、きめ細かな

支援を行います。 

また、通常の学級に在籍している特別な支援を必要とする児童生徒に対

して、学校教育を支援する特別支援教育補助者や給食時の介助などを行う

幼稚園ヘルパーの協力を得ながら、それぞれの幼児・児童生徒に応じた支

援に努めます。 

⑥ 教育・発達支援センター（仮称）の整備 

近年増加している発達障がいなど支援が必要な子どもたちやその保護者

の相談・支援を行うため、保健、福祉、医療、教育等の連携・協力体制を

構築し、乳幼児期からの一貫した発達支援を行う仕組みづくりに取り組み
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ます。また、その体制がより効率的に機能するよう、健康福祉部門と連携

した複合施設の整備を検討します。 

（６）不登校対策の充実 

① 引きこもり傾向の児童生徒の支援 

引きこもり傾向の児童生徒を支援するため、不登校対策指導員を配置し、

家庭訪問や学習指導、体験活動等を行いながら、継続して不登校の改善に

取り組みます。 

② 学校復帰に向けた支援 

不登校の児童生徒を支援するため、学校や保護者との連携を図りながら

教育支援センターでの学習指導、体験活動等を行い、学校復帰や社会的な

自立を目指した支援に取り組みます。 

③ 学校での不登校対策 

不登校や不登校傾向にある児童生徒を支援するため、各学校で不登校対

策コーディネーターを指名し、校内支援会議を開催し組織的な不登校対策

に取り組むとともに、不登校相談員による個別対応や家庭訪問等の支援を

行います。 

これら①～③の支援を行うため、児童生徒支援調整員を配置し、保護者

相談や学校訪問を通して支援方法の調整を図るともに、心理相談員による

児童生徒や保護者のカウンセリング等の支援を行います。 

（７）日本語指導の充実 

  日本語指導が必要な帰国・外国籍児童生徒の在籍する学校に日本語指導員

や日本語指導補助員を配置もしくは派遣し、一人ひとりの実態に応じたきめ

細かな教育を行うとともに、施設・設備の環境の改善に努めます。 

 

【数値目標】 

○不登校対策の充実 

 

 

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

１．２％ 

 

１．０％ 

 

不登校児童生徒の割合 
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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 

ふるさとへの夢・活力創

生事業 

（教育委員会） 

推進 推進 推進 推進 推進 ふるさと教育やキャリア教育

の実施及び夢や目標を実現す

る力をつけるための支援 

家庭学習支援事業 

（教育委員会） 

推進 推進 推進 推進 

検証 

推進 放課後等において学習指導

を希望する児童生徒に対す

る学習の機会の提供 

学力調査実施事業 

（教育委員会） 

推進 推進 推進 推進 推進 総合的な学力の把握とその分

析による指導方法の改善 

学校図書館活用事業 

（教育委員会） 

推進 継続 継続 継続 継続 学校司書配置校の拡大及び

読書ヘルパーの配置 

保幼小中連携推進事業 

（教育委員会） 

推進 推進 推進 推進 推進 保幼小中連携の研究・推進 

科学館理科学習事業 

（教育委員会） 

推進 推進 推進 推進 推進 児童生徒の科学館での理科

学習の実施 

特別支援教育事業 

（教育委員会） 

推進 推進 推進 推進 推進 特別な支援が必要な児童生徒

等や保護者、学校への支援及

び就学指導委員会の開催 

スクールヘルパー事業

（教育委員会） 

継続 継続 継続 継続 継続 特別な支援が必要な児童生徒

のため、「特別支援教育補助

者」や「特別支援介助者」を

小中学校に配置 

不登校対策事業 

（教育委員会） 

推進 推進 推進 推進 推進 不登校対策指導員等による

不登校及び不登校傾向の児

童生徒への支援 

教育支援センター運営

事業 

（教育委員会） 

推進 推進 推進 推進 推進 不登校児童生徒の支援にあ

たる教育支援センターの運

営 

就学援助事業 

（教育委員会） 

継続 継続 継続 継続 継続 要保護・準要保護児童生徒の

保護者に対して、就学に必要

な援助を行う 

遠距離通学対策事業         

（教育委員会） 

継続 継続 継続 継続 継続 スクールバスの運行 

遠距離通学児童生徒通学費

補助金の交付 
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学校給食の充実 

【基本方針】 

食への関心が高まる中、学校給食の果たすべき役割は、極めて重要となって

います。栄養のバランスがとれた給食、地元産食材を使用した給食、食育につ

ながる給食、食物アレルギーに対応した給食など、「安全・安心でおいしい給食」

を提供します。 

給食を安定的に提供するため、安全で衛生的な給食設備を維持する一方、老

朽化した施設を改築するとともに学校給食センターを再編し、効率的な給食運

営体制の構築を図ります。 

また、学校給食会のあり方について、検討していきます。 

【施策の体系】 

学校給食の充実 安全・安心でおいしい給食の推進

学校給食センターの再編整備

【計画】 

（１）安全・安心でおいしい給食の推進 

① 食育・地産地消の推進 

地元産食材の活用は、給食の安全・安心を図るうえで重要であるととも

に、子どもたちが地域への愛着や感謝の心を育むための教材となることか

ら、給食の地産地消を推進します。また、給食や地元産食材を活用した食

育指導（栄養教諭等による食に関する授業、給食の時間や親子料理教室等

での指導）の充実を図ります。 

地元産食材の活用にあたっては、需要と供給のバランスが重要なことか

ら、関係団体で組織する「学校給食地産地消推進ネットワーク会議」の中

で、密接な情報交換を図ります。 

② 設備・機器の計画的更新、衛生管理の充実 

長期的な視野に立ち、給食施設の設備・機器の計画的な修繕や更新に努

め、適切な維持管理を行います。 

また、「学校給食衛生管理基準」に基づき、各学校給食センターにおけ

る衛生管理の徹底を一層図るとともに、納入事業者の衛生管理についても

指導を徹底します。 
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③ アレルギー対応給食の推進 

食物アレルギーがある園児児童生徒に対する給食の提供にあたっては、

「出雲市食物アレルギー対応給食ガイドライン」に基づき、保護者や学

校・医師等と十分な連携を図り、給食施設・設備等に応じて可能な限り除

去・代替給食の提供に努めます。また、教職員を対象にした食物アレルギ

ーに関する研修会を計画的に実施し、正しい認識と適切な対応の周知に努

めます。 

（２）学校給食センターの再編整備 

  ① 斐川学校給食センターの移転新築 

       施設の老朽化、狭隘化により、衛生管理面が脆弱である斐川学校給食セ 

ンターを移転新築します。 

   ② 佐田・多伎・湖陵の学校給食センターの統廃合 

    佐田、多伎、湖陵の学校給食センターは、老朽化による施設の改修に多 

額の費用が必要であり、今後児童・生徒数も減少する見込みであることか

ら、距離的に近く、衛生管理面が充実している出雲学校給食センターに統 

合します。 

  ③ 配食対象校の見直し 

    学校給食センターの再編整備に伴い、効率的な配送や配食数の平準化を 

図るため、各学校給食センターの配食対象校を見直します。 

【数値目標】 

○安全・安心でおいしい給食の推進 

 

 

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

５７．８％ 

 

６０％ 

 

 

 

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

９２ｔ 

５．６％ 

８７ｔ 

５．４％ 

学校給食における地元産食材使用割合（食品数ベース） 

学校給食の残菜量・率 
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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 

食育・地産地消推進 

（教育委員会） 

推進 

 

推進 

 

推進 推進 推進 学校給食の食育推進 

給食食材への地元産食材活用 

アレルギー対応給食 

（教育委員会） 

継続 継続 継続 継続 継続 食物アレルギー対応給食（除

去・代替）の提供 

学校給食センターの再編

整備 

(教育委員会) 

着手 推進 推進 推進 

完了 

継続 斐川学校給食センターの移転

新築 

佐田・多伎・湖陵センターの

統廃合 

配食対象校の見直し 

 

学校施設の整備 

【基本方針】 

平成２４年(2012)３月に策定した「出雲市学校施設整備･耐震化基本計画」に

基づき、学校施設（小学校、中学校、幼稚園）の耐震化対策、老朽改築・増築･

大規模改造等を実施し、学校教育環境の改善を図ります。 

また、学校施設の長寿命化計画を策定し、トータルコストの縮減に努めると

ともに、エアコン整備、トイレの洋式化、バリアフリー化などの質的環境整備

を積極的に推進します。 

【施策の体系】 

大規模改造・営繕事業の推進

学校施設の整備 耐震化の早期完了

新増改築事業の推進

施設環境の向上

 

 

 



第７章 人材育成都市の創造 

- 186 - 

【計画】 

（１）耐震化の早期完了 

平成２９年(2017)３月末で、耐震化対策が必要な学校施設は、小学校が

１５棟（うち木造２棟）、中学校が６棟、幼稚園が３棟の計２４棟あります。 

本市では、耐震化対策が必要な学校施設が多く、この中には、老朽化の

ため、改築すべき建物も含まれます。このため、学校施設の耐震化対策は、

最優先の課題として取り組むものとし、構造耐震指標（Is 値）０．６未満

の建物について、耐震補強工事又は耐震改築工事を実施します。 

学校施設は、子どもたちの安全確保はもとより、災害時の避難所として

も、重要な役割を担っていることから、出来るだけ早期に耐震化を完了させ

るため、引き続き積極的に取り組みます。 

（２）新増改築事業の推進 

老朽化が著しく、耐力度調査により危険改築が必要と判断された学校施

設について、計画的に改築工事を行い、安心安全で良好な教育環境の確保を

図ります。 

また、学校再編による新設校の整備については、地域の住民、保護者と

密接に意見交換を行い、提案やニーズに等に配慮した整備に取り組みます。 

（３）施設環境の向上 

快適な学習環境づくりに向け、普通教室へのエアコン設置及びトイレの

洋式化に取り組みます。平成２８年度(2016)から実施している中学校普通教

室のエアコン設置については、平成３０年度(2018)の完了を目指し、小学校

普通教室のエアコン設置及び小・中学校・幼稚園のトイレ洋式化については、

出来るだけ早期に事業着手できるよう努めます。 

また、障がいのある児童生徒等が安全かつ円滑に学校生活を送ることが

できるよう、スロープの設置や多目的トイレの設置等のバリアフリー化に取

り組みます。 

さらに、学校内での児童生徒等の安全を確保するため、職員室等の管理

諸室からの見通しを確保し不審者の侵入対策を行うなど、各学校の実状に応

じた防犯対策を推進します。 

（４）大規模改造・営繕事業の推進 

中長期的な維持管理等に係るトータルコストの縮減、予算の平準化を図

りつつ、求められる機能を確保するため、学校施設の長寿命化計画を策定し

ます。この計画を基本として、計画的かつ早急に老朽化対策を進めます。 

また、現地調査等により、施設の劣化状況、学校現場のニーズへの適合
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状況などの把握に努め、各種法令、安全対策、防災対策に配慮した修繕を迅

速に実施します。 

【数値目標】 

 ○耐震化の早期完了 

      

 

   

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

８８．６％ 

 

９７．８％ 

【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 

小学校耐震化対策推進事

業（教育委員会） 

推進 

 

推進 

 

推進 

 

推進 

 

継続 

 

校舎９棟、屋内運動場２棟 

中学校耐震化対策推進事

業（教育委員会） 

継続 

 

継続 継続 継続 推進 校舎 1棟 

 

第三中学校校舎・屋内運

動場改築事業 

（教育委員会） 

推進 推進 完了   校舎・屋内運動場改築、既設

校舎改造 

第二中学校北校舎改築事

業（教育委員会） 

 検討 着手 推進 完了 校舎耐震改築 

第一中学校南校舎改築事

業（教育委員会） 

  検討 着手 推進 校舎耐震改築 

今市小学校学校校舎整備

事業（教育委員会） 

  検討 着手 推進 校舎耐震改築 

 

大津小学校屋内運動場・

プール改築事業 

（教育委員会） 

   検討 着手 屋内運動場耐震改築、プール

改築 

校舎・園舎リフレッシュ

事業 

（教育委員会） 

継続 継続 継続 継続 継続 老朽修繕、エアコン整備、ト

イレ改修、バリアフリー改修

ほか 

学校施設の耐震化率 
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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 

エアコン整備事業 

（教育委員会） 

推進 推進 推進 推進 推進 普通教室エアコン新設 

トイレ洋式化事業 

（教育委員会） 

  着手 推進 推進 和式トイレ改修 

 

高等学校・大学等との連携 

【基本方針】 

人材育成、産業振興、保健・医療・福祉の向上など多様な分野で連携・協力

し、市と、大学及び市内専門学校との相互発展を目指します。また、市内の高

等学校の運営を支援します。 

【施策の体系】 

高等学校の運営支援

高等学校・大学等との連携 島根大学、島根県立大学との連携

専門学校との連携

【計画】 

（１）島根大学、島根県立大学との連携 

島根大学及び島根県立大学との連携・協力する事業を拡充します。 

・平成２１年(2009)１０月８日 島根県立大学と連携協定締結 

・平成２２年(2010) ８月４日 島根大学と連携協定締結 

《連携事業例》 

審議会への大学教職員の参画、学生による市内児童・生徒の学習指導 

学生のインターンシップ・実習の受入、大学の先進技術研究への支援 

市民向け公開講座の共同開催、史跡・文化財の共同調査など 

（２）専門学校との連携 

市内各専門学校と連携・協力する事業を拡充します。 

・平成２８年(2016)１１月２日 出雲医療看護専門学校と連携協定締結 

《連携事業例》 

市への実習生の受入れ、学生によるボランティア活動への参加など 
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（３）高等学校の運営支援 

市内各高等学校の運営にあたり、地元や、関係団体との調整などの支援・

協力を行います。 

【数値目標】 

○島根大学、島根県立大学との連携、専門学校との連携 

 

 

   

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

９３件 

 

１２０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 

島根大学、島根県立大学

との連携 

（総務部） 

推進 推進 推進 推進 推進 各大学との連携・協力する事

業を拡充し、市、大学との相

互発展を目指す 

専門学校との連携 

（総務部） 

推進 推進 推進 推進 推進 市内各専門学校との連携・協

力する事業を拡充し、市、学

校との相互発展を目指す 

高等学校の運営支援 

（総務部） 

推進 推進 推進 推進 推進 市内高等学校の運営にあた

り、地元や、関係団体との調

整などの支援・協力を行う 

島根大学、島根県立大学及び市内専門学校との連携事業数 



第７章 人材育成都市の創造 

- 190 - 

４ 地域を支えるひとづくりと住民参画の推進 
 

生涯学習の推進 

【基本方針】 

地域をよく知り、地域を愛し、地域に誇りを持ったひとづくりを進め、豊か

な人生の形成とともに、地域課題の解決につなげるため、歴史文化・伝統芸能・

環境・健康・介護・国際交流・経済・科学など様々な分野において、生涯学習

の推進を図ります。 

また、市内にある７つの図書館が連携し、地域の情報拠点として、図書館資

料の提供や子ども読書活動の推進を図ります。 

【施策の体系】 

生涯学習の推進 生涯学習事業の推進

図書館機能の充実

【計画】 

（１）生涯学習事業の推進 

  ① 生涯学習講座事業 

ア）生涯学習講座の開催 

地域課題の解決や社会のニーズに対応した生涯学習講座を開催しま

す。特に、本市の地域特性を生かし、出雲神話をはじめ地域の歴史・文

化・伝統・特産などについて学ぶ講座を一層充実させます。 

また、関係団体や施設、大学等の専門機関と協力・連携を強化し、生 

涯学習事業の場を広げます。 

イ）学習成果の地域還元と人材育成 

市民の学習成果をボランティア活動や地域活動に活かせる仕組みをつ

くり、地域づくりのリーダーとなる人材を育成します。 

  ② コミュニティセンター活動の促進 

コミュニティセンターについては、地域特性を生かした地域交流活動の

拠点としての機能を発揮しながら、地域の人づくり・まちづくりの総合的

な市民活動の拠点としての役割を果たすことができるよう、地域の文化・

スポーツ・生涯学習活動支援の総合的・一体的な推進を図ります。 
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また、市内全４３地区において、住民主体で特色あるまちづくり事業と

して企画される「コミュニティセンター自主企画事業」を引き続き支援し

ます。 

③ 出雲科学アカデミーの実施 

子どもから大人まで幅広く市民を対象として、実験やものづくり教室、

企画展、講演会等を開催し、新たな発見や感動を共有していくことで、科

学技術に関する知識や技術の向上を目指し、本市の人材育成に努めます。 

（２）図書館機能の充実 

① 図書館ネットワークの充実 

地域の情報拠点としての役割を果たすため、市内７図書館のネットワー

クにより、情報共有や図書館資料を有効に活用できる環境を創出し、業務

の効率化とともに利用者サービスの一層の向上を図ります。 

② 資料の充実と提供 

市民の読書活動を支えるとともに、地域や市民に役立つ図書館として、

市民が必要な情報を迅速かつ的確に得ることができるように、図書、郷土

資料、新聞・雑誌、インターネット上の情報など幅広い資料の収集と提供

により、市民の読書を支援するだけなく、自主的な調査・研究や学習活動

を支援します。 

③ 子ども読書活動の推進 

第２次「出雲市子ども読書活動推進計画」に基づき、市立図書館を核に

して、家庭、学校、地域の読書ボランティア等と連携し、成長段階に応じ

た子どもの読書活動を推進します。 

【数値目標】 

○生涯学習事業の推進 

 

 

   

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

１８８，９６７人 

 

２５０，０００人 

 

 

 

 

科学アカデミーの教室等の計画期間中における参加者数（累計） 
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○図書館機能の充実 

 

 

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

1,280,032 冊 

 

1,300,000 冊 

 

 

 

  

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

４２人 

 

５０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 

生涯学習講座事業 

（市民文化部） 

継続 継続 継続 継続 継続 地域課題を解決し、地域への

愛着心を育てる講座の開催 

コミュニティセンター活動

の促進（総合政策部） 

継続 継続 継続 継続 継続 コミュニティセンター自主

企画事業への支援 

出雲科学アカデミー事業

（教育委員会） 

継続 継続 継続 継続 継続 幅広く市民を対象として、実

験やものづくり教室等を開

催 

図書館ネットワークの充実

（市民文化部） 

継続 継続 継続 継続 継続 市内図書館のネットワーク

による業務効率・利用者サー

ビスの向上 

資料の充実と提供 

（市民文化部） 

継続 継続 継続 継続 継続 資料の充実と提供 

子ども読書活動の推進 

（市民文化部） 

継続 継続 継続 

検証 

継続 継続 子ども読書活動の推進 

 

 

個人貸出冊数（年間） 

子ども読書活動支援専門ボランティア登録数 
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コミュニティ活動と市民協働の推進 

【基本方針】 

市民一人ひとり（地域や町内会、企業、各種団体を含む）が自主的・主体的

に活動し、地域が抱える課題等について自ら考え、解決に向けて取り組む「市

民が主役のまちづくり」を目指します。 

そのために、市民と行政の互いの役割と責任を理解したうえで、コミュニ 

ティ活動や市民活動の育成、支援を図り、協働のまちづくりを推進します。 

また、ボランティア活動の推進、意識啓発に取り組み、ボランティアのネッ

トワークづくりや災害ボランティア組織の充実を図ります。 

【施策の体系】 

コミュニティセンター施設整備

協働のまちづくり

ＮＰＯ法人等への支援

ボランティア活動の推進

コミュニティ活動と市民協働の推進 地域まちづくりへの支援

維持が困難な集落の支援

コミュニティセンター活動の促進

【計画】 

（１）地域まちづくりへの支援 

「地域自治区制度廃止後の基本方針」に基づき、引き続き自治組織をは 

じめ地域の意見を十分に聞きながら市政運営に努めるとともに、「地域まち

づくり計画」の趣旨を尊重し、地域の主体的なコミュニティ活動や地域振興

の取組について支援します。 

また、町内会（自治会）未加入世帯の増加は地域コミュニティの弱体化や

災害、環境保全などへの対応力の低下につながり、行政運営にも影響が予想

されます。「出雲市自治会等応援条例」の趣旨の周知に努めるとともに、自

治協会や不動産業者等と連携し町内会（自治会）加入促進を図り、特に未加

入世帯の多い地域の自治協会等の取組に対し支援します。 

（２）維持が困難な集落の支援 

人口減少と少子高齢化が著しく進み、地域の共同体としての機能維持が困
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難となりつつある集落が大幅に増加しています。こうした地域を守り、維持

するための支援を行います。 

また、そこに住む方々が地域づくりに主体的に取り組めるよう、人材の育

成を図るとともに、コミュニティビジネスの創出や地域資源を利活用した起

業化などの取組を支援します。 

（３）コミュニティセンター活動の促進 

コミュニティセンターを生涯学習の拠点として位置づけることに加え、地

域の人づくり・まちづくりの総合的な拠点、地域と行政及び地域・学校・家

庭との結節点となるよう、コミュニティセンターが諸団体と連携・協働しな

がら自主的な活動を行うことを促進します。 

また、市内全４３地区において、生涯学習活動はもとより、市民自らによ

る地域づくり活動の活発化を図ります。 

（４）コミュニティセンター施設整備 

新たなコミュニティセンターの整備については、地域の総合的な市民活動

の拠点施設として各地域の特性に応じた施設利用ができるよう、施設の老朽

度・狭あい度等を勘案しながら、年次的・計画的に整備を進めます。 

また、改修、修繕等を継続的に実施し、施設の長寿命化を図ります。 

（５）協働のまちづくり 

市と市民の連携のもと、地域の抱える課題について考え、創意工夫する自

主的・主体的な市民活動を促進するために、市民団体が行う活動に関する情

報提供や支援を行います。 

（６）ＮＰＯ法人等への支援 

ＮＰＯ法人等の活動の多様性や自主性を尊重し、特定非営利活動の健全な

発展を促進するとともに、意見交換会も含めたネットワークづくりや相談業

務などの支援を行います。 

（７）ボランティア活動の推進 

ボランティア意識の啓発・普及に努め、ボランティアに関する情報の収集

や紹介、人材育成、相談業務の更なる拡充に努めます。 

また、総合ボランティアセンターを中心に、ボランティア団体の活動を支

援するとともに、ボランティアのネットワークの拡大や災害時に対応できる

ボランティアの啓発や推進に取り組みます。 
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【数値目標】 

○地域まちづくりへの支援 

 

 

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

４０，９３９世帯 

 

４１，０００世帯 

  

○コミュニティセンター活動の促進 

 

 

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

７９２，０５４人 

 

８００，０００人 

 

○ＮＰＯ法人等への支援 

 

 

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

５５件 

 

６０件 

 

○ボランティア活動の推進 

 

 

  ①グループ（団体、人） 

  ②個人 

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

①２５８団体 

（２１，７７２人） 

②３６６人 

①２７０団体 

（２２，８６０人） 

②３８０人 

町内会（自治会）加入世帯数 

コミュニティセンター利用者数（年間） 

ＮＰＯ法人設立認証数（累計） 

ボランティアセンター登録者数 
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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 

コミュニティ活動促進事業

（総合政策部） 

継続 継続 継続 継続 継続 自治会・町内会等のコミュニ

ティ活動への助成 

集落支援事業 

（総合政策部） 

推進 推進 推進 推進 推進 集落支援、コミュニティビジ

ネス創出等への支援 

地域づくりへの人材支援 

（総合政策部） 

推進 推進 推進 推進 推進 地域おこし協力隊、専門員、

地域コーディネーターによ

る現場支援 

コミュニティセンター管理

運営委託（総合政策部） 

継続 継続 継続 継続 継続 コミュニティセンター運営

委託 

コミュニティセンターリフ

レッシュ事業（総合政策部） 

継続 継続 継続 継続 継続 施設の改修、修繕等 

高松コミュニティセンター

整備事業（総合政策部） 

完了     高松コミュニティセンター

の改築 

協働のまちづくり 

（市民文化部） 

推進 

検証 

推進 推進 推進 推進 協働に関する情報提供・市民

団体への補助、ＮＰＯ法人の

認証事務、ＮＰＯ法人等との

意見交換会の開催 

ボランティア活動の推進 

（市民文化部） 

推進 推進 推進 推進 推進 総合ボランティアセンター

の運営、ボランティア団体の

活動支援、災害ボランティア

の組織づくり 

 

定住対策の推進 

【基本方針】 

全国に住みよいまち出雲の魅力を積極的に情報発信するとともに、県や（公

財）ふるさと島根定住財団をはじめとする関係機関との連携を強化し、住まい

や就労など様々なニーズに対応した情報提供と支援により定住を推進します。 

また、新築住宅に対する固定資産税の独自の課税免除制度を平成３０年度

（2018）課税分まで延長し、住宅の建設を促進するとともに、既存の市営住宅

などの活用により住宅を安定的に提供し、定住促進を図ります。 
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また、労働力の減少による地域経済への影響や地域コミュニティ機能の低下

など、将来の地域全体の活力低下を及ぼす少子化問題に対応していきます。 

【施策の体系】 

縁結びプロジェクト

関係機関との連携

固定資産税の課税免除

定住対策の推進 ワンストップサービス

情報発信

定住促進助成

 【計画】 

（１）ワンストップサービス 

定住総合窓口を常設し、住まいや就労など様々なニーズに応え、ＵＩター

ンを促進するとともに定住支援を図ります。 

（２）情報発信 

ＵＩターン者の様々なニーズに対応するため、本市の施策を集約し発信し

ます。各種情報発信にあたっては、市役所内各課との連携を図り収集した情

報を、様々な機会を通じて発信します。 

（３）定住促進助成 

定住促進と地域経済の活性化を図るため、ＵＩターン者で子育て世帯及び

新婚世帯に該当する者及び重点支援地域としている過疎・辺地に居住する者

が住宅を建築、購入又は改修を行う場合に助成金を交付します。 

また、３世帯同居や子育て世帯等の定住を促進するため、住宅の改修を行

う場合に助成金を交付します。Ｉターン独身女性の定住を促すため、引越費

用や家賃の助成を行い、就業先への就業助成金を交付します。 

（４）関係機関との連携 

県や（公財）ふるさと島根定住財団等と連携し、相互情報発信や相談窓口

の設置など、情報の発信力･収集力の強化に努め、出雲圏域へのＵＩターン

を促進し本市への定住につなげます。 

（５）固定資産税の課税免除 

新築住宅の建設による地域経済の活性化と一層の定住促進を図るため、市
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内業者等が施工した新築住宅に対する固定資産税について、一定の要件を満

たした場合、床面積１２０㎡以下の部分に係る固定資産税額の２分の１相当

額を３年間免除する独自の課税免除制度を平成３０年度(2018)課税分まで延

長します。 

（６）縁結びプロジェクト 

少子化の要因の一つである価値観の多様化や男女の出会いの場の減少など

による未婚化、晩婚化に対し、地域の団体、企業などと連携を図りながら結

婚を望む方が交流できる様々な出会いの場の創出や、市民が主体となった結

婚支援活動を支援します。 

【数値目標】 

○定住促進助成 

    

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

１９８件 

 

３５０件 

 

  

   

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

１１８件 

 

１８０件 

 

○固定資産税の課税免除 

 

 

    

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

２，０３６戸 

 

４，７３６戸 

 

市への相談や助成金等の利用により定住に結びついたＵＩターン件数（累計） 

空家バンクの登録件数（累計） 

新築住宅の固定資産税課税免除戸数（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 

情報発信 

（総合政策部） 

推進 推進 推進 推進 推進 ホームページ、定住フェア 

移住促進住まいづくり助

成 

（総合政策部） 

継続 

検証 

継続 継続 継続 

検証 

継続 ＵＩターン者で子育て世帯、

新婚世帯に該当する者及び重

点支援地域としている過疎・

辺地に居住する者が住宅を建

築、購入又は改修を行う場合

の助成 

定住促進住まいづくり助

成（総合政策部） 

継続 

検証 

継続 継続 継続 

検証 

継続 ３世帯同居、子育て世帯等が

住宅を改修する場合の助成 

Ｉターン女性支援助成

（総合政策部） 

継続 

検証 

継続 継続 継続 

検証 

継続 Ｉターン独身女性に対する引

越費用及び家賃助成、就業先

への就業助成 

新築住宅の固定資産税免

除（財政部） 

継続 継続 継続 

検証 

継続 継続 市内業者等が施工した新築住

宅に対する固定資産税の減免 

縁結びプロジェクト 

（総合政策部） 

推進 推進 推進 推進 推進 男女の出会いの場の創出や、

市内で結婚支援活動等を行う

団体を支援 

 

広報広聴機能の充実と市民参画の推進 

【基本方針】 

市民が主役のまちづくりの実現のため、市民が必要とする情報や分かりやす

い情報の提供を行うことで、市が実施する事業に関心を持ってもらえるような

広報広聴活動を進めます。 

そのためには、多様化する住民ニーズと複雑化・高度化する行政運営に対応

するため、広報紙を中心とした市民への情報提供の充実を図るとともに、ホー

ムページやソーシャルメディア※などを積極的に利用し、情報発信の強化を図り

ます。 

また、市民の意識や動向を的確に把握するため、きめ細やかな広聴活動を展 

開し、市政への反映を図ります。 
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※ソーシャルメディア：インターネット上のサービスを利用して、不特定多数の参加者が双方向で情報の

やりとりを行うことができる情報伝達手段。 

【施策の体系】 

広報広聴機能の充実と市民参画の推進 広報活動の充実

広聴活動の充実

 

【計画】 

（１）広報活動の充実 

  ① 広報紙や多様な媒体による広報活動の推進 

「広報いずも」の紙面充実に努めます。また、新聞などのマスメディア

を利用し広く情報発信するとともに、ケーブルテレビ、コミュニティＦＭ、

有線放送電話などを活用したきめ細やかな情報発信に努めます。 

② ホームページの充実 

アクセシビリティ（利用のしやすさ）の向上や、情報量の増加に対応し

た体系的で検索しやすいサイトの構築を図るとともに、迅速かつ正確な情

報発信に努めます。 

③ ソーシャルメディアの活用による情報提供の推進 

各種イベントや観光等の市政情報のほか、大規模災害などの緊急時に迅

速な情報提供を行うため、フェイスブック等のソーシャルメディアの活用

を推進します。 

（２）広聴活動の充実 

① 広聴機能の強化 

まちづくり懇談会、市長とふれあいトーク、市長ポスト等を活用した

広聴（市政への意見・提案）活動を引き続き実施し、市民から意見や提

案を広く求め、市民参加の開かれた市政運営を推進します。 

② 各種計画策定時における市民の意見を聴く機会の確保 

市民の市政への参加を促進し、行政の透明性を向上させるため、市の

重要な計画等の策定時には、パブリックコメントにより市民等から広く

意見や情報を求めるなど、広聴の機会を確保します。 
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【数値目標】 

○広報活動の充実 

 

 

    

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

３，２６３千件 

 

３，２７３千件 

【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 

まちづくり懇談会 

（総合政策部） 

継続 継続 継続 継続 継続 市長が地域へ出かけ、直接市

民との意見交換を行う 

広聴活動 

（総合政策部） 

継続 継続 継続 継続 継続 市長とふれあいトーク、市長

ポストなどにより、市民の意

見・提案を求める 

広報紙発行 

（総合政策部） 

継続 継続 継続 継続 継続 広報紙の発行 

情報ＰＲ活動 

（総合政策部） 

継続 継続 継続 継続 継続 ホームページ、新聞、ケーブ

ルテレビなどを活用した市政

情報の提供 

ソーシャルメディアの利

用（総合政策部） 

継続 継続 継続 継続 継続 ソーシャルメディアを活用し

た情報提供 

 

ホームページアクセス件数（年間） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新たな出雲の國づくり計画「出雲未来図」 

後期基本計画 

平成２９年(2017)３月発行 

 

出雲市 

編集／出雲市総合政策部政策企画課 

〒693-8530島根県出雲市今市町７０番地 

TEL 0853-21-2211㈹ 
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