
平成２９年度
雲南市市政懇談会

～平成２９年度の地方創生の取り組みと
５つの政策の主な取り組み～

雲 南 市
平成２９年７月～８月

1

資料No.１

１．第２次雲南市総合計画の
基本理念

生命(いのち)と神話が息づく新しい日本のふるさとづくり
～「課題先進地」から「課題解決先進地」をめざし、

プラチナ社会の実現へ～

※プラチナ社会・・・

プラチナ構想ネットワークが提唱する「エコロジカルで、資
源やエネルギーの心配が無く、老若男女が参加することが
でき、心もモノも豊かで、雇用がある」プラチナのように光り
輝く威厳のある社会をいう。雲南市は、これまでのまちづく
りが高く評価され、「プラチナ社会」実現に向け課題解決に
取り組む自治体として、全国の２２自治体とともに「プラチ
ナシティ」に認定されました。
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３．まちづくりの３つの課題

◆安全・安心なまちづくり

◆活力と賑わいのあるまちづくり

◆健康長寿・生涯現役のまちづくり

２．まちづくりの目標
◆「人口の社会増」への挑戦
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表．雲南市の社会動態
H26 H27 H28

目標値 ― △152 △97

実績値 △222 △92 △164

県外 転 入 364 391 425

転 出 446 430 423

増 減 △82 △39 2

松江市・出
雲市

転 入 343 405 359

転 出 480 495 522

増 減 △137 △90 △163

・県外との社会動態はＨ２８では＋に転じている
・一方、松江市・出雲市に転出する方が多くなっている。（Ｈ２８は△163人）
・Ｈ２７は目標値△152人に対して△92人であったが、Ｈ２８は目標値△97人に対し
△164人となった

4



４．人口の社会増に向けた主な事業

①子育て

・待機児童の早期解消に向けた取組み（保育所整備、認定こども

園の整備）・放課後児童クラブの整備

・病児・病後児保育の推進

・多様な保育サービス等の総合的検討（ＵＮＮＡＮ子育ち応援会

議ほか）

②仕事

・企業誘致の促進（合併後１２年間の累計 １０社）

・起業、創業や事業承継の支援

・特産品の販路拡大

・神原企業団地整備（Ｈ３１年度中分譲開始予定）

（１）定住基盤の整備
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③住まい

・安価で利便性の高い住宅団地の整備

・民間活力による賃貸集合住宅の新築整備や空き家を活

用した賃貸住宅整備への支援制度の創設

・ＵＩターンの子育て世帯に対する家賃減免制度、対象住宅

の拡大

④移住定住

・定住支援スタッフによる都市圏での定住相談イベント等を

活用したＵＩターンの促進

・地域自主組織との円卓会議を通じて地域と一体となった

ＵＩターン者の受け入れ態勢の整備

・地場企業へのＵＩターン就職を促進する取組み
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①子どもチャレンジ

・地域や教育系ＮＰＯ等と連携・協働した多様なキャリア教育の

展開

・県立高校を含めた教育魅力化を推進するプロデューサー等の

配置

・「雲南市教育魅力化推進会議」の設置

・スーパーティーチャーの活用

・放課後・土曜日学習の推進

・ＬＤ（学習障がい）教室の新設による学習障がいを抱える児童、

生徒への支援

・不登校児童・生徒の支援のため県派遣指導主事を配置

（２）人材の育成・確保

「子ども×若者×大人チャレンジの連鎖」をより一層進め、

持続可能なまちづくりに向けた取り組みを加速
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②若者チャレンジ

・幸雲南塾（大人版）を通じた地域課題の解決にチャレンジ

する若者の育成と活動のビジネス展開の支援

・首都圏の地方起業に関心ある人材の誘致

・「雲南コミュニティキャンパス」による地場企業へのイン

ターンシッププログラムの開発

③大人チャレンジ

・地域自主組織の法人化や人材育成

・地域づくり応援隊の配置などによる活動基盤の充実強化

・高校生や大学生、若者との活動の連携支援
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５．５つの政策分野の主な事業

○交流センターの施設整備

掛合交流センターと掛合総合センターの合築工事に着手

（Ｈ２９年度完了）

春殖交流センターの改築に向け、用地取得・実施設計に着手

（Ｈ３０年度完了）

○小規模多機能自治組織の法人制度の働きかけ

○結婚対策

しまね縁結びサポート企業登録制度の活用、県内の結婚活

動支援団体等の県内他団体との広域連携、独身男女の結婚

活動の応援

○公共施設等の保有管理等の適正化の推進

外部有識者による審議会を設置し検討

（１）みんなで築くまち（協働・行政経営）
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○中心市街地活性化事業（計画期間：H28.12月～H33年度）

市道拡幅・広場整備等やまちづくり会社による民間商業施設整

備事業に本格着手

○国道５４号三刀屋拡幅事業第４期の事業着手

○加茂バスストップ・スマートインターチェンジの整備促進

（Ｈ３４年度完了）

○丸子山周辺土地区画整理事業の完了（Ｈ２９年度完了）

○都市計画道路新庄飯田線４工区の事業着手

○市営住宅基町団地整備事業

用地取得・造成工事、建築の実施設計

○雲南クリーンセンター（汚泥共同処理施設）の供用開始

○原子力防災対策推進

○地域防災力の強化

（２）安全・安心で快適なまち（定住環境）
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（３）支えあい健やかに暮らせるまち

（健康・医療・福祉）

○雲南市立病院改築事業・新本館棟の開院

（平成30年3月22日）

○大東保育園保育業務委託の開始（H29.4月～）

○地域包括ケア推進体制の構築

○運動キャンペーンの全市展開

（身体教育医学研究所うんなん）

○未婚のひとり親家庭への寡婦（夫）控除の「みなし適用」

の実施
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○ＬＤ（学習障がい）教室の開設

○学校給食センターの統合整備（Ｈ３１年度完了）

木次・三刀屋・吉田・掛合の４つの給食センターの統合整備の

ための敷地造成工事・建物の実施設計

○幼稚園施設へのエアコン設置（全園への設置完了）

佐世・寺領・西日登・鍋山の幼稚園に設置

○大東図書館増築工事（Ｈ２９年度完了）

○永井隆記念館の施設基本設計に着手（Ｈ３１年度完了）

○大東ふれあい運動場陸上競技場の改修工事

（Ｈ２９年度完了）

○健康づくり拠点整備事業 （Ｈ３０年度夏完了）

加茂Ｂ＆Ｇ海洋センターの温水プール・トレーニングルーム等

の改築工事着手

（４）ふるさとを学び育つまち（教育・文化）
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（５）挑戦し活力を産みだすまち（産業）

○食の幸発信推進事業の整備計画策定（Ｈ３２年度完了）

○神原企業団地整備（Ｈ３１年度中分譲開始予定）

神原企業団地工事着手、市道宇治三代線と大羽根尾３号線の整備

○農業振興

雲南市農業ビジョンを策定、プレミアムつや姫「たたら焔米（ほむらま

い）」の栽培拡大と品質向上等のブランド力強化

○掛合川上地区農道の整備（Ｈ３４年度完了）

○農業委員及び農地利用最適化推進委員の推薦・募集

○国民宿舎清嵐荘の改築整備事業（Ｈ３１年度完了）

○映画「たたら侍」の全国公開・ロケセットの公開などによる観光振興

○トワイライトエクスプレス瑞風（みずかぜ）の受入れ対応

○日本遺産魅力発信推進事業

観光誘客に向けた魅力発信・ガイド育成など官民を交えた取組み
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地域防災力の強化

15

避難勧告等は、災害の種類（土砂災害・水害等）ごとに避難行動が必要な地域
を明示して発令します。「自分の命は自分で守る」ことが原則です。

避難勧告等に強制力はありません。

避難勧告等の名称変更

次に該当する方は避難を開始してください。
①お年寄りの方 ②体が不自由な方 ③小さい子供がいらっしゃる方
④避難に時間がかかる方とその避難を支援する方など
避難場所への避難が困難な場合は近くの安全な場所に避難してください。
それ以外の方については、気象情報に注意し、危険だと思ったら早めに
避難をしてください。

速やかに避難を開始してください。
外が危険な場合は、屋内の安全な場所に避難してください。

緊急に避難してください。屋内の安全な場所に緊急に避難してください。

❶避難準備・高齢者等避難開始

❷避難勧告

❸避難指示（緊急）

避難準備情報
H28.12より

名称変更

H28.12より

名称変更

避難指示
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自主防災組織 〜安心・安全に暮らすためには〜

地域の防災力

自助・共助・公助がつながれば、被害の軽減につながります。

自
分
の
命
は
自
分
で
守
る

地域や近隣の人が
互いに協力し合う

雲南市
関係する行政機関

自
分
た
ち
の
地
域
は

自
分
た
ち
で
守
る

災害時の被害を抑える
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自主防災組織 〜組織の規模〜
①住民が連帯感を持ち、地域の防災活動を効果的に行える程度の規模
②地理的状況、生活環境からみて、住民の日常生活上の範囲として一体性を有する
規模

地域づくりの中核

地域自主組織 ＝ 自主防災組織

自主防災組織 〜意義と役割〜

「自分たちの地域は自分たちで守る」

自覚、連帯感に基づき、自主的に結成する組織

災害による被害を予防し、軽減
するための活動行う組織

地域において、「共助」の中核となる組織

地域の主体的な活動として結成・運営されることが望ましい。

自主防災組織
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自主防災組織 〜市内の活動状況と活動事例〜

掛合町「多根の郷」

地域自主組織における自主防災組織活動

①自主防災組織として組織化され実際に活動を行っている。→ ２３組織(76.7％)

②具体的活動は未だが、防災を担う部は明確に決まっている。→ ７組織(23.3％)

平成29年4月1日現在

平成２９年度

「土砂災害防止功労者・国土交通大臣表彰」受賞

全国で２個人８団体が受賞
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木次町「八日市地域づくりの会」
平成２９年６月２５日（日） 参加者約３００人

研修会

自主防災組織 〜市内の活動状況と活動事例〜

20



超高密度気象観測システム（POTEKA）

通称「ポテカ」 雨量・感雨・気温・気圧・湿度・日射・風向風速を実測

インターネットサイトで
自由に閲覧可能

スマホにも対応

市内１５箇所に設置

平成２９年７月から運用開始。
市報「うんなん」８月号（P24）もご覧ください。

21

22



空白



永井隆記念館整備事業および周辺整備について 

 

 

１．永井隆記念館整備の経過 

昭和４３年 ７月 明治１００年を記念し、永井隆顕彰碑の要望 

昭和４５年１０月 永井隆記念館竣工 長崎市の記念館と姉妹館となる 

（１０月２０日） 

平成 元年 ８月 回廊を撤去し顕彰室、図書室拡張他改修 

平成１６年１１月 合併により雲南市「三刀屋町永井隆記念館」に改称 

平成２０年 ５月 博士生誕１００周年事業で「如己堂（複製）」建築、 

前庭整備 

平成２５年１月  周辺整備事業 

 

 

２．施設の現状 

三刀屋町永井隆記念館は三刀屋町三刀屋の国道５４

号沿いに立地し、敷地面積２，０７８㎡、建築面積３４

０㎡の建物です。記念館としての展示機能に併せ、図書

室としての機能も備え、昭和４５年の建設以来４７年が

経過し、老朽化が進んだ施設となっています。 

 平成２８年２月には、地元地域自主組織等で組織され

た永井隆記念館整備促進委員会より「現地での建て替え

が適当」との意見をまとめた「永井隆記念館建設につい

ての要望書」が市長に提出されました。 

 

 

３．建設に伴う基本理念 

 永井隆博士は、長崎の原爆で大けがを負いながらも自己の生命を顧みず「如己愛人」「平和を」の

精神に徹し、原子病と闘いながら最後まで医師としての使命に生きました。新たに建設する記念館は

その博士の功績と人間性を伝えることで平和を希求する豊かな人材育成につなげていく、博士の偉

大な業績を顕彰する施設として以下の基本理念を掲げます。 

 ①永井隆博士を顕彰し、その崇高な精神を次世代へ引き継いでいきます。  

②子どもたちをはじめ、多くの市民が永井隆博士についての知識や情報を身に付け、平和の学びを

深めていく環境づくりに努めます。  

③地域振興や観光振興へ貢献し、交流人口の拡大をめざします。 
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４．建設に伴う基本方針 

 永井博士の人生、功績、思想等、多面的にその人物像を伝えるとともに、「平和を」「如己愛人」の

精神を感じ、自ら学ぶことができるような施設をめざします。また、「永井隆生い立ちの家」や「旧

飯石小学校」との連携についても検討します。 

 

 ①永井隆博士に関する展示の充実  

②平和教育の推進拠点  

③図書室機能の充実  

④経済性・効率性に配慮した整備・運営  

⑤災害に強い施設の整備 

 

 

５．これまでの協議について 

平成２９年１月    永井隆記念館整備促進委員会との協議 

平成２９年３月    永井隆記念館整備基本構想策定 

平成２９年６月 ６日 第１回雲南市三刀屋町永井隆記念館整備に関する委員会開催 

平成２９年７月１０日 第２回雲南市三刀屋町永井隆記念館整備に関する委員会開催 

 

 

６．今後のスケジュールについて 

 

  平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 

建築・設備設計 基本構想 基本計画、基本設計 実施設計  

建築・設備工事   既存施設解体工事 建築工事 

道 路   整備工事  
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公共施設適正化に向けた取り組み 

 

 雲南市は、平成 16年に 6つの自治体が合併して誕生しましたが、いずれの自

治体においても、高度成長期以降多くの公共施設を整備してきました。これか

ら先、それらの公共施設の老朽化が進むため、施設の維持、改修、更新などに

多額の費用が必要となってきます。 

 こうしたことから、財政規模に見合った公共施設の運用、サービスの確保を

図るため、「保有量・配置の適正化」、「維持管理の適正化」の２つを基本的な方

針とした雲南市公共施設等総合管理計画を平成 28年 3月に策定しました。 

 今年度末までに総合管理計画の具体的な取り組みを示した実施方針（複合化、

集約化、譲渡、廃止など）を外部有識者による「雲南市行財政改革審議会」で

審議し、定める予定です。 

 今後、この実施方針に基づき、市民のみなさんのご理解をいただきながら公

共施設の適正管理に取り組みます。 

 

表１ 現在の雲南市の公共施設等 

公共建築物 521 施設 庁舎、学校、交流センター等（延床面積 388,804 ㎡） 

道路 1,406km 市道、農道、林道 

橋梁 1,036 橋  

水道 831km 上水道、簡易水道の管路延長 

下水道 403km 下水、農集、コミプラ等の管路延長 

水利施設 4 箇所 かんがいダム、ため池等 

 

表２ 
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将来推計費用及び投資的経費

（年平均額）

４５％が不足！ 

103.3億円 

56.6億円 

将来費用推計 投資的経費 

●将来費用推計（総務省の試算ソフト利用） 
現在のものをそのまま維持、更新をする場合
の費用 
40 年間で 4,133.2 億円 年平均 103.3 億円 
 
●投資的経費 
 財政計画等で示されている更新や大規模改
修にかける予算 
 年平均 56.6 億円 
 

更新費用の４５％が不足！！ 

〈H２７．３時点〉 
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空白



 
 

地方版図柄入りナンバープレートの導入について 

１．地方版図柄入りナンバープレートとは 

国土交通省において、自動車登録番号標及び車両番号標(以下｢ナンバープレート｣という。)の多角的

な活用を図る観点から、｢希望番号制｣や地域の要望に応じて追加的に新たな地域名を定める｢ご当地ナン

バー｣の導入の取組が進められてきており、この度、｢ご当地ナンバー｣と地方版図柄入りナンバープレー

トを組み合わせた地方版図柄入り新ナンバープレートの追加を行うこととされた。 

  ≪裏面資料参照≫ 

２．新たな地域名表示の主な追加基準について 

№ 項  目 内      容 

１ 
地域名表示 

の単位 

・複数の自治体から構成する地域内の登録自動車数が５万台を超え、呼称

名称が相当程度の知名度がある。 

  ※登録自動車＝普通自動車･大型自動車等(軽自動車等除く) 

２ 
地域名の 

基準 

・地理的名称で、当該地域を表すにふさわしいこと。 

・十分視認性が確保されるよう、原則漢字２文字まで。(最大４文字) 

・読みやすく覚えやすく、既存地域名と類似し混同を起こさないこと。 

３．これまでの主な経過等 

●平成29年6月23日 出雲市より『出雲市・雲南市・奥出雲町・飯南町』で｢出雲｣ナンバーの導入を

めざす提案が示された 

 【出雲市・雲南市・奥出雲町・飯南町の登録自動車数】(H29.3.31現在) 

№ 自治体名 登録自動車数 № 自治体名 登録自動車数 

１ 出雲市 64,101台 ３ 奥出雲町 4,690台 

２ 雲南市 14,433台 ４ 飯南町 1,916台 

計  85,140台 

● 〃  7月  7日 市議会議員へ市の基本方針等を説明 

４．地方版図柄入りナンバープレート導入で想定される主なメリット・デメリット 

 ≪主なメリット≫ 

・ナンバーデザインとの相乗効果による地域名(ナンバー名称)の知名度の向上 

・寄附金を財源とする事業実施(※寄附金ありナンバーの収入) 

 ≪主なデメリット≫ 

・ナンバー名称が『出雲』となった場合の『島根』の存在感の低下 

５．雲南市の考え 

■地方版図柄入りナンバープレート導入について、市民等の皆様のご意見を踏まえ、『導入する･しない』

を決定したい。 

■ナンバー名称の選択案 

●案１‥‥『島根』(現状の継続) 

●案２‥‥『出雲』(出雲市からの提案) 

●案３‥‥『その他』 

６．地方版図柄入りナンバープレート導入に係る国の主なスケジュール 

●平成29年12月 導入意向の表明 

●平成30年 3月 導入申込み 

● 〃   12月 図柄デザインの提案 

●平成32年度中 新ナンバープレート交付(軽自動車含む)[新規登録や希望等により順次交付] 

  ※ナンバー名称は「新しい名称」となります。(「島根」は選択できません) 
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都道府県も国民健康保険制度を担うことになりました

平成30年4月から

国民健康保険制度が変わります

この10年で、

70歳以上の高齢者数は に、

国民医療費は になりました。

団塊世代が全員75歳以上になる2025年には、

国民医療費の総額は

にもなる見込みです。

国民皆保険を将来にわたって守り続けるため、平成３０年４月から、これまでの市町村に加え、

平成30年度から、都道府県も国民健康保険の保険者
となります。（資格や保険料の賦課・徴収等の身近な

窓口は、引き続きお住まいの市町村です。）

平成30年8月の一斉更新から、新しい被保険者証等
には、居住地の都道府県名が表記されるようになりま

す。（高齢受給者証と一体的になります。）

見直しによる主な変更点

見直しの柱

都道府県

運営方針の策定
（県内の統一的方針）

都道府県が市町村ごとに
決定した国保事業費納付
金を市町村が納付

27.0兆円

33.1兆円

42.3兆円

1995年 2005年 2015年

1.3 倍

【 国民医療費 10年ごとの推移 】

〈見直しの背景〉

国民健康保険制度は、日本の国民皆保険の基盤となる仕組ですが、「年齢構成が高く医療費水準が高い」

「所得水準が低く保険料の負担が重い」「財政運営が不安定になるリスクの高い小規模保険者が多く、財政

赤字の保険者も多く存在する」という構造的な課題を抱えていました。

市町村

市町村

市町村

都道府県と市町村の役割分担

保険給付に必要な費用を、
全額、各市町村に支払う
（交付金の交付）

１.３倍

１.３倍

６１.８兆円

国の責任として約3,400億円の追加的な財政支援
（公費拡充）を行います。

都道府県と市町村がともに国民健康保険の保険者
となり、それぞれの役割を担います。

都道府県の主な役割 市町村の主な役割

・財政運営の責任主体 ・国保事業費納付金を都道府県に納付

・国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、
広域化を推進

・資格を管理（被保険者証等の発行）

・市町村ごとの標準保険料率を算定・公表 ・標準保険料率等を参考に保険料率を決定
・保険料の賦課・徴収

・保険給付費等交付金の市町村への支払い ・保険給付の決定、支給
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雲南市

国民健康保険制度の見直しによる効果

都道府県内での保険料負担の公平な支え合い

●都道府県内で保険料負担を公平に支え合うため、都道府県が市町村ごとの医療費水準や所得水

準に応じた国保事業費納付金 ( 保険料負担 ) の額を決定し、保険給付に必要な費用を全額、

保険給付費等交付金として市町村に対して支払います。これにより、市町村の財政は従来と比べ

て大きく安定します。

●都道府県は、市町村ごとの標準保険料率を提示 ( 標準的な住民負担の見える化 ) し、市町村間

で比較できるようになります。

効果①

サービスの拡充と保険者機能の強化
●都道府県は、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保のため、市町村との協議に基づき、

都道府県内の統一的な運営方針としての国民健康保険運営方針を定め、市町村が担う事務の

効率化、標準化、広域化を推進していきます。

●広域化により、平成30年度から、同一都道府県内で他の市町村に引っ越した場合でも、引っ越し

前と同じ世帯であることが認められるときは、高額療養費の上限額支払い回数のカウントが通算

され、経済的な負担が軽減されます。

●今後、市町村は、より積極的に被保険者の予防・健康づくりを進めるために様々な働きかけを

行い、地域づくり・まちづくりの担い手として、関係者と連携・協力した取組を進めます。

効果②

新しい財政運営の仕組み

保険料の賦課・徴収

とりで

国民健康保険は、国民皆保険の最後の砦です。

持続可能な社会保障制度の確立を図るため、

平成30年度からの制度見直しにご理解、ご協力をお願いいたします。

●市町村はこれまで個別に給付費を推計し、保険料負担額を決定してきましたが、今後は都道

府県に納付金を納めるため、都道府県の示す標準保険料率等を参考に、それぞれの保険料算定

方式や予定収納率に基づき、それぞれの保険料率を定め、保険料を賦課・徴収します。

【問い合わせ先】
雲南市役所
市民環境部 市民生活課 生活グループ
電話：０８５４－４０－１０３１

島根県健康福祉部
健康推進課 医療保険グループ
電話：０８５２－２２－６３８２

島根県
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