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今年も、いろいろなことがありました

　6月22日、日本航
空客室乗務員（JAL
ふるさと応援隊）に
よる、出雲周遊観光
タクシー「うさぎ
号」のガイドや観光
案内所での案内業
務がスタートしま
した。
　実際の観光案内業務では、客室乗務員ならではの気
配りが随所に見られました。

日本初！日本航空客室乗務員
（CA）による観光タクシーガイド

出雲日御碕灯台
国の重要文化財へ！

新体育館整備運営事業者を決定
　3月、ＰＦＩ（民間の資金と経営能力・技術力を活用する
方法）で取り組む出雲市新体育館整備運営事業者を鹿島
建設株式会社中国支店を代表企業とする出雲アリーナ
パートナーズ株式会社に決定し、6月に契約を締結し
ました。新体育館は、令和６年４月の開館に向け、事業を
進めています。
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　檜山小学校と東小学
校が閉校し、統合小学
校である朝陽小学校で
は４月１０日に開校式が
行われ、２１２人の児童
が新しい校舎で学び始
めました。

朝陽小学校 開校

出雲市の出雲市の出雲市の出雲市の
主なできごと主なできごと主なできごと主なできごと

◉ 出雲北陵中学校なぎなた部　全国中学生なぎなた大会　団体優勝
◉ 出雲市立斐川西中学校　第74回全日本合唱コンクール全国大会　混声合唱の部　金賞
◉ 出雲北陵高校　第34回全日本マーチングコンテスト　高校以上の部　金賞
◉ 三島まりあさん・橋本寧々さん（出雲農林高校） 北信越総体 カヌースプリント・女子カヤックペア 500メートル 優勝
◉ 佐々木健志さん（平田高校出身）　柔道グランドスラム・パリ大会2021　男子81kg級　優勝
◉ ディオッサ出雲FC　２年連続３度目の皇后杯全日本女子サッカー選手権大会出場

飯塚市政がスタート

　４月、出雲市長選挙・市議会議員一般選挙が行われ、３期１２年の市政を担わ
れた長岡前市長が退任され、飯塚市長が就任しました。「Move Forward 前
へ！」を合言葉に、「元気な出雲、活力のある出雲、そして笑顔の絶えない出雲」
の実現をめざして、新たに市政がスタートしました。

　平田地域の灘分ほか３地区・４５０haの農地の国営ほ場
整備事業を開始するにあたり、１０月２３日、起工式を開催
しました。
　今後１０年の歳月をかけて、大区画化や排水改良によっ
て効率的な農業基盤を整備し、稲作からの転換と、小豆・
ブロッコリー等の高収益作物の生産拡大をめざします。

国営緊急農地再編整備事業
「宍道湖西岸地区」起工式 開催

　５月２７日、２０５０年二酸化炭素排出実質ゼロをめざし、「ゼロカーボン
シティ」に挑戦することを宣言しました。
　市内の公共施設に電力を供給する地域新電力会社「いずも縁結び電力
株式会社」を設立し、「エネルギーの地産地消」の取組を進めています。

ゼロカーボンシティへの挑戦

　７月６日～１２日、記録的短時間大雨情報や顕著な大雨
に関する情報（線状降水帯）が発表され、１２日には
市内全域に避難指示を発令するなど、市内各所で土砂
崩れ、浸水被害が相次ぎました。
　また、多伎町小田では、８月の大雨に起因すると考え

られる大規模な地滑りが発
生し、８月１８日から２か月間、
国道９号が全面通行止めと
なり、多伎町小田・多岐・
久村地区でおおよそ３日間
断水するなど、甚大な被害
をもたらしました。

猛威を振るった自然災害

出雲日御碕灯台　国の重要文化財へ！

　令和４年４月からの本稼働に向けて、古志町に次期可燃ごみ処理施設
（新出雲エネルギーセンター）を整備しています。市内全域全量の可燃
ごみについて、１１月１２日から焼却試験のための受入れを開始しました。

新出雲エネルギーセンター本稼働に向けて試運転を開始

　５月１６日、東京２０２０オリンピックの聖火リレーが市内で行われ、
開会式の７月２３日に新国立競技場の聖火台に灯されました。
　８月２４日に開会したパラリンピックの車いすテニス競技には、出雲
市出身の三木拓也選手が出場し、男子シングルスでベスト１６の成績
を挙げるなど活躍されました。

東京2020オリンピック・パラリンピック

島根原子力発電所に関する
住民説明会等の開催

　島根原子力発電所2号機は、9月15日に原子力規制
委員会の設置変更許可を受けました。出雲市では、10月
下旬以降、住民説明会、原子力発電所環境安全対策協
議会及び原子力安全顧問会議を開催しました。
　住民説明会等では、参加者から、安全性や避難計画
に対する率直な意見や質問がありました。

　10月3日～5日、第11回
日本ジオパーク全国大会
島根半島・宍道湖中海大会
が出雲市・松江市で開催さ
れ、ジオパーク活動の一層
の進展により、持続可能な
地域社会を実現することを大会宣言としました。

日本ジオパーク全国大会
島根半島・宍道湖中海大会 開催

ＩＴ企業 中山間地域の空き家を
活用した出雲オフィスを開設

　インフルエンサーを活用し
たSNSマーケティング事業な
どを行うIT企業「FISM（フィズ
ム）株式会社」が、10月４日、野
尻町の空き家を改修し、出雲
オフィスを開設されました。
　首都圏で活躍する若手起業家の本市進出のきっかけ
や、空き家の利活用、中山間地域の活性化などにつなが
ることが期待されます。

「出雲のイナズマ」里見香奈さん　
女流タイトル通算獲得数 最多記録更新

　出雲市出身の里見香奈四冠
（当時）が、6月2日に行われた第
32期女流王位戦五番勝負第3局
に勝利し、3連勝で女流王位の
タイトルを防衛しました。
　自身の持つ女流タイトル通算
獲得数は、44期（当時）となり、
歴代単独１位となりました。

里見香奈さん直筆の書▶

　新型コロナウイルス感
染症は、世界的に変異株が
猛威を振るうなど、国内
でも感染が拡大しました。
　市では、４月から新型
コロナワクチン接種を
開始し、感染拡大防止に
努めたほか、５月１５日からは出雲のお店応援プレミアム
付商品券の利用を開始するなど経済対策を実施しました。

新型コロナウイルス感染症の拡大と対応

　5月7日～9日、日本
女子ソフトボール
リーグ1部 第5節 島
根大会が出雲ドーム
で開催されました。
　日本トップクラス
の選手たちによる熱
戦が繰り広げられま
した。

日本女子ソフトボールリーグ１部
島根大会 開催

　11月19日に国の重要文化財指定の答
申があった出雲日御碕灯台は、明治36年
の初点灯以来、120年にわたり山陰の海
の安全を守ってきました。
　出雲市のシンボルとして、また重要な
観光資源として今後の更なる活用が期待
されます。
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今年も、いろいろなことがありました

　6月22日、日本航
空客室乗務員（JAL
ふるさと応援隊）に
よる、出雲周遊観光
タクシー「うさぎ
号」のガイドや観光
案内所での案内業
務がスタートしま
した。
　実際の観光案内業務では、客室乗務員ならではの気
配りが随所に見られました。

日本初！日本航空客室乗務員
（CA）による観光タクシーガイド

出雲日御碕灯台
国の重要文化財へ！

新体育館整備運営事業者を決定
　3月、ＰＦＩ（民間の資金と経営能力・技術力を活用する
方法）で取り組む出雲市新体育館整備運営事業者を鹿島
建設株式会社中国支店を代表企業とする出雲アリーナ
パートナーズ株式会社に決定し、6月に契約を締結し
ました。新体育館は、令和６年４月の開館に向け、事業を
進めています。
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　檜山小学校と東小学
校が閉校し、統合小学
校である朝陽小学校で
は４月１０日に開校式が
行われ、２１２人の児童
が新しい校舎で学び始
めました。

朝陽小学校 開校

出雲市の出雲市の出雲市の出雲市の
主なできごと主なできごと主なできごと主なできごと

◉ 出雲北陵中学校なぎなた部　全国中学生なぎなた大会　団体優勝
◉ 出雲市立斐川西中学校　第74回全日本合唱コンクール全国大会　混声合唱の部　金賞
◉ 出雲北陵高校　第34回全日本マーチングコンテスト　高校以上の部　金賞
◉ 三島まりあさん・橋本寧々さん（出雲農林高校） 北信越総体 カヌースプリント・女子カヤックペア 500メートル 優勝
◉ 佐々木健志さん（平田高校出身）　柔道グランドスラム・パリ大会2021　男子81kg級　優勝
◉ ディオッサ出雲FC　２年連続３度目の皇后杯全日本女子サッカー選手権大会出場

飯塚市政がスタート

　４月、出雲市長選挙・市議会議員一般選挙が行われ、３期１２年の市政を担わ
れた長岡前市長が退任され、飯塚市長が就任しました。「Move Forward 前
へ！」を合言葉に、「元気な出雲、活力のある出雲、そして笑顔の絶えない出雲」
の実現をめざして、新たに市政がスタートしました。

　平田地域の灘分ほか３地区・４５０haの農地の国営ほ場
整備事業を開始するにあたり、１０月２３日、起工式を開催
しました。
　今後１０年の歳月をかけて、大区画化や排水改良によっ
て効率的な農業基盤を整備し、稲作からの転換と、小豆・
ブロッコリー等の高収益作物の生産拡大をめざします。

国営緊急農地再編整備事業
「宍道湖西岸地区」起工式 開催

　５月２７日、２０５０年二酸化炭素排出実質ゼロをめざし、「ゼロカーボン
シティ」に挑戦することを宣言しました。
　市内の公共施設に電力を供給する地域新電力会社「いずも縁結び電力
株式会社」を設立し、「エネルギーの地産地消」の取組を進めています。

ゼロカーボンシティへの挑戦

　７月６日～１２日、記録的短時間大雨情報や顕著な大雨
に関する情報（線状降水帯）が発表され、１２日には
市内全域に避難指示を発令するなど、市内各所で土砂
崩れ、浸水被害が相次ぎました。
　また、多伎町小田では、８月の大雨に起因すると考え

られる大規模な地滑りが発
生し、８月１８日から２か月間、
国道９号が全面通行止めと
なり、多伎町小田・多岐・
久村地区でおおよそ３日間
断水するなど、甚大な被害
をもたらしました。

猛威を振るった自然災害

出雲日御碕灯台　国の重要文化財へ！

　令和４年４月からの本稼働に向けて、古志町に次期可燃ごみ処理施設
（新出雲エネルギーセンター）を整備しています。市内全域全量の可燃
ごみについて、１１月１２日から焼却試験のための受入れを開始しました。

新出雲エネルギーセンター本稼働に向けて試運転を開始

　５月１６日、東京２０２０オリンピックの聖火リレーが市内で行われ、
開会式の７月２３日に新国立競技場の聖火台に灯されました。
　８月２４日に開会したパラリンピックの車いすテニス競技には、出雲
市出身の三木拓也選手が出場し、男子シングルスでベスト１６の成績
を挙げるなど活躍されました。

東京2020オリンピック・パラリンピック

島根原子力発電所に関する
住民説明会等の開催

　島根原子力発電所2号機は、9月15日に原子力規制
委員会の設置変更許可を受けました。出雲市では、10月
下旬以降、住民説明会、原子力発電所環境安全対策協
議会及び原子力安全顧問会議を開催しました。
　住民説明会等では、参加者から、安全性や避難計画
に対する率直な意見や質問がありました。

　10月3日～5日、第11回
日本ジオパーク全国大会
島根半島・宍道湖中海大会
が出雲市・松江市で開催さ
れ、ジオパーク活動の一層
の進展により、持続可能な
地域社会を実現することを大会宣言としました。

日本ジオパーク全国大会
島根半島・宍道湖中海大会 開催

ＩＴ企業 中山間地域の空き家を
活用した出雲オフィスを開設

　インフルエンサーを活用し
たSNSマーケティング事業な
どを行うIT企業「FISM（フィズ
ム）株式会社」が、10月４日、野
尻町の空き家を改修し、出雲
オフィスを開設されました。
　首都圏で活躍する若手起業家の本市進出のきっかけ
や、空き家の利活用、中山間地域の活性化などにつなが
ることが期待されます。

「出雲のイナズマ」里見香奈さん　
女流タイトル通算獲得数 最多記録更新

　出雲市出身の里見香奈四冠
（当時）が、6月2日に行われた第
32期女流王位戦五番勝負第3局
に勝利し、3連勝で女流王位の
タイトルを防衛しました。
　自身の持つ女流タイトル通算
獲得数は、44期（当時）となり、
歴代単独１位となりました。

里見香奈さん直筆の書▶

　新型コロナウイルス感
染症は、世界的に変異株が
猛威を振るうなど、国内
でも感染が拡大しました。
　市では、４月から新型
コロナワクチン接種を
開始し、感染拡大防止に
努めたほか、５月１５日からは出雲のお店応援プレミアム
付商品券の利用を開始するなど経済対策を実施しました。

新型コロナウイルス感染症の拡大と対応

　5月7日～9日、日本
女子ソフトボール
リーグ1部 第5節 島
根大会が出雲ドーム
で開催されました。
　日本トップクラス
の選手たちによる熱
戦が繰り広げられま
した。

日本女子ソフトボールリーグ１部
島根大会 開催

　11月19日に国の重要文化財指定の答
申があった出雲日御碕灯台は、明治36年
の初点灯以来、120年にわたり山陰の海
の安全を守ってきました。
　出雲市のシンボルとして、また重要な
観光資源として今後の更なる活用が期待
されます。
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