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資料７ ビジョン策定経過等 

７－１．出雲市地域省エネルギービジョン策定委員会設置要綱 

(平成 19年 8月 1日告示第 253号) 

(設置) 

第 1条 出雲市における省エネルギーの取り組みを推進するとともに、地球温暖化対策に

向け、出雲市地域省エネルギービジョン(以下「省エネビジョン」という。)を策定する

ため、出雲市地域省エネルギービジョン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置す

る。  

(所掌事務) 

第 2条 委員会は、省エネビジョンの策定にあたる。  

(委員会) 

第 3条 委員会は、委員 20人以内で組織する。  

2 委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。  

(1) 識見を有する者  

(2) 教育関係者  

(3) 地域産業関係の代表  

(4) エネルギー供給関係機関の代表  

(5) 関係行政機関の代表  

(6) その他市長が適当と認める者  

(任期) 

第 4条 委員の任期は、第 2条に規定する事項が終了するまでとする。  

(委員長及び副委員長) 

第 5条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。  

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。  

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとは、その職務を代理する。  

(会議) 

第 6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。  

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。  

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。  

(資料提出の要求等) 

第 7条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ意見を求

め、又は資料の提出及び協力を求めることができる。  

(委員の報酬及び費用弁償) 

第 8条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に

関する条例(平成 17年出雲市条例第 36号)の規定を適用する。  

(庶務) 

第 9条 委員会の事務局は、環境事業部環境保全課において処理する。  

(その他) 

第 10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に

定める。  

附 則  

この要綱は、公布の日から施行する。  
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７－２．策定委員会名簿 

＜策定委員会委員＞ 

氏  名 組織・役職等 備考 

石飛 裕子 市環境審議会委員  

石飛 なす子 市環境審議会委員  

今岡 春義 市環境衛生組合連合会会長  

岩﨑 知久 NPO 風の子たき 指導員  

内田 正二 いずも農業協同組合 代表理事専務  

菊地 栄美子 出雲商工会議所 女性会会長  

岸田 俊美  中国電力（株）出雲営業所 総務課 課長  

木村  進 中学校長会長  

佐々木 日出子 市連合婦人会会長・市環境審議会委員  

阪本 広史 出雲ガス（株） 営業開発部長  

曾我部 國久 島根大学特任教授・出雲科学館館長・市環境審議会会長 委員長 

多々納 剛人 市議会環境経済委員会委員  

立石 康夫 平田商工会議所 事務局長  

野津 雅子 市環境審議会委員 副委員長 

花籠 良明 出雲ケーブルビジョン（株） 総務課長  

三原 伸治 出雲商工会 事務局長  

森本 直知 三瓶自然観サヒメル館長・市環境審議会委員  

山岡  尚 島根県環境政策課 上席調整監  

野津 建一 出雲市環境事業部長  

 

＜オブザーバー＞ 

佐藤 健太郎 
中国経済産業局 資源エネルギー環境部 
エネルギー対策担当 省エネルギー対策官 

  

西野 邦浩 NEDO技術開発機構 九州支部 事業管理部 主査   

 

＜事務局＞ 

河原 義明 環境事業部次長（環境保全課 課長）   

妹尾 由夫 環境事業部 環境保全課 係長   

長島 椿一 〃       主事   

 

＜委託調査機関＞ 

（株）エブリプラン  
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７－３．庁内検討委員会名簿 

区分 氏  名 部 署・職 名 備  考 

委員長 野津 建一 出雲市環境事業部長  

委 員 

井上 明夫 政策企画部政策課長  

福間  浩 総務部交通政策課長  

板倉 勝巳 財政部財政課長  

石田 義彦 財政部管財室長  

児玉 隆志 財政部庁舎整備室長  

安田 英朗 財政部会計管理課長  

長見 康弘 産業振興部産業誘致課長  

高見 英明 都市整備部建築管理課長  

吾郷 一郎 教育委員会教育政策課長  

嘉本 澄夫 教育委員会教育施設課長  

河原 義明 環境事業部環境保全課長  

事務局 
妹尾 由夫 環境保全課係長  

長島 椿一 環境保全課主事  

７－４．策定経過 

＜策定委員会＞ 

日時 事項 内容 

2007年  
9月 3日 

第 1回策定委員会 

・委員長、副委員長選出 
・事業概要及びスケジュールについて 
・意識調査（アンケート）について 
・先進事例調査について 

10月 30日 第 2回策定委員会 

・ビジョン策定について 
策定の背景・目的、エネルギー特性、意識調査結
果、省エネの可能性 

・先進事例調査について 

11月 1日～2日 先進事例調査 ・大阪府池田市（1日）、滋賀県野洲市（2日） 

12月 7日 第 3回策定委員会 
・ビジョン策定について 
先進事例調査報告、削減目標とアクションプラン 

2008年 
1月 18日 

第 4回策定委員会 
・ビジョン策定について 
省エネ診断結果、第 6章など 

 
＜庁内検討委員会＞ 

日時 事項 内容 

2007年 
 10月 3日 

第１回庁内検討委員会 
・事業概要及びスケジュールについて 
・意識調査（アンケート）について 
・先進事例調査について 

 11月 21日 第２回庁内検討委員会 
・ビジョン策定について 
本編第 1章～5章及び資料 1～3 

・先進事例調査報告 

 2008年 
1月 15日 

第３回庁内検討委員会 
・ビジョン策定について 
第 6章 推進プランについて 

 


