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Ⅰ はじめに 

 

出雲市では、平成 19年 3月に出雲市環境基本計画を策定しましたが、計画策定以降、東日本

大震災を契機とした国のエネルギー政策の見直しや斐川町との合併による市域の拡大など、本

市を取り巻く状況は大きく変化し、新たな課題に取り組む必要が出てきたことから、平成 25年

3月、第 2次出雲市環境基本計画を策定しました。 

また、地球温暖化防止や省エネ対策等の取組を市、市民、事業者が協働して推進するため、

平成 20年 2月に「出雲市地域省エネルギービジョン」を策定しました。 

さらに、市役所職員が率先して環境に配慮した事務事業の実践に取り組むため、平成 17年度

から市の機関において取り組んでいる「いずもエコオフィス・アクションプログラム」につい

て、斐川町との合併に伴い増加した職員、施設をこの計画の対象に加え、平成 24年 3月、新た

に「いずもエコオフィス・アクションプログラムⅢ」を策定しました。 

出雲市環境レポートは、出雲市の環境の状況等を明らかにするとともに、これらの計画に掲

げた施策や目標の進捗状況を点検・評価することで、市民の環境への関心を高め、情報の共有

を図ることを目的とし、毎年発行することとしています。 

 

 

 

 

 

 

  出雲平野の築地松 
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Ⅱ 出雲市の環境の状況 

私たちの暮らしは、大気や水などの生活環境、自然環境、地球環境など様々な環境基盤の上

に成り立っています。出雲市の環境はどのような状況なのか、環境分野ごとに具体的なデータ

を交えながら報告します。 

１ 生活環境 

⑴ 大気環境 

大気汚染は、工場・事業場等の固定発生源や自動車などの移動発生源から汚染物質が排出

されることによって起こります。大気汚染物質の濃度が高くなると、人の健康や動植物の生

育に悪影響を及ぼします。 

ア 大気の環境基準達成状況 

市内では、出雲保健所で二酸化硫黄(SO2)などの大気汚染物質を常時監視しています。 

平成 24年度の環境基準達成状況は、次表のとおりでした。光化学オキシダント（Ox）が

環境基準を達成していないものの、それ以外は概ね良好な大気環境でした。 

光化学オキシダント（Ox）は、地表近くのオゾンが、工場や自動車などから排出された

窒素酸化物や揮発性有機化合物と大気中で光化学反応を起こすことによって生成されます。

汚染源のない地域を含めて全国的に濃度が増加傾向にあり、海外からの原因物質の移流も

大きく影響しています。昼間の 1 時間値が測定基準となっており、県内全域において、環

境基準を達成しなかったものの、注意報発令基準 0.12ppm を超えることはありませんでし

た。 

大気の環境基準達成状況 

大気汚染物質名 
基準年度 

（H22 年度） 

現状 

（H24 年度） 
環境基準 

二酸化硫黄（SO２） ○ ○ 
1 時間値の 1 日平均値が 0.04ppm以下で、 

かつ、1 時間値が 0.1ppm 以下 

二酸化窒素（NO２） ○ ○ 
1 時間値の 1 日平均値が 0.04ppmから 

0.06ppm までのゾーン内又はそれ以下 

浮遊粒子状物質（SPM） ○ ○ 
1時間値の 1日平均値が 0.10mg/m3以下で、 

かつ、1 時間値 0.20mg/m3以下 

光化学オキシダント（Ox） × × 1 時間値が 0.06ppm以下 

※環境基準達成状況：○達成、×未達成 

イ 汚染物質（年平均値）の推移 

主な汚染物質ごとの年平均値の推移は次の図のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出展：島根県の大気汚染測定結果報告書 

※光化学オキシダントは、昼間(5 時～20 時)の 1 時間値を年平均した値 
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  年平均値の経年変化を見ると、近年、二酸化硫黄（SO２）は概ね横ばい、二酸化窒素（NO2）と

浮遊粒子状物質（SPM）、光化学オキシダント（Ox）は微増傾向を示しています。 

県では、大気の汚染が著しくなり、人の健康または生活環境に係る被害が生ずる恐れがある

場合は、大気汚染防止法に基づき注意報等を発令することにしています。また、近年、微小粒

子状物質（PM2.5）濃度の上昇がたびたび観測されるようになり、環境省が取りまとめた「注意

喚起のための暫定的な指針」に基づき、指針値を超えると予想される場合は、注意喚起を実施

することにしています。 

平成 24 年度において、3 月に 1 回、県内の微小粒子状物質（PM2.5）が指針値（日平均値 70

㎍/㎥）を超えると予想されたため、注意喚起情報が出されました。 

 

⑵ 水環境 

市内の公共用水域について、34河川、2湖沼、1海域で水質調査を実施しています。 

このうち、環境基準の類型あてはめが行われている斐伊川、神戸川、平田船川、湯谷川の 4河

川 7 水域、宍道湖、神西湖の 2 湖沼 2 水域、おわし海水浴場の 1 海域 1 水域、計 10 水域にお

ける、水の汚れを表す代表的な指標である BOD又は CODの環境基準達成状況をみると、平成 25

年度は、3河川 6水域、１海域 1水域の計 7水域で環境基準を達成しています。１河川１水域、

2湖沼 2水域の計 3水域で環境基準を達成しませんでした。 

河川の水域別 BOD環境基準達成状況（BOD75%値の経年変化） 

湖沼・海域の水域別 COD環境基準達成状況（COD75%値の経年変化） 

                         出典：島根県公共用水及び地下水水質測定結果の概要 

※表中の経年変化数値について、各水域において環境基準地点が複数ある場合は、その中で最も高い数値の地点の値を記載。

また、網掛は基準達成したもの。（経年変化数値の単位はすべて mg/ℓ） 
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斐伊川（神立橋）

神戸川（河口）

平田船川（旭町付近）

湯谷川（東橋）

類型 基準値 地点数
斐伊川 本川 AA 1mg/ℓ以下 2 0.7 0.6 0.6 0.8 0.6 0.6 0.7

上流 AA 1mg/ℓ以下 2 0.6 0.8 1.0 1.0 0.8 1.2 1.2
下流 A 2mg/ℓ以下 2 1.0 0.8 1.0 0.9 0.6 1.1 0.6
上流 A 2mg/ℓ以下 1 1.2 1.4 1.6 1.2 1.2 1.8 1.7
下流 A 2mg/ℓ以下 1 2.0 1.9 1.7 1.3 1.2 2.4 1.8
上流 A 2mg/ℓ以下 1 1.2 1.1 1.2 0.8 1.0 1.5 1.1
下流 A 2mg/ℓ以下 1 1.4 1.2 1.2 1.0 1.0 1.5 1.2

水域名 H23
環境基準

H25H22 H24H19 H20 H21

神戸川

平田船川

湯谷川

類型 基準値 地点数
A 3mg/ℓ以下 5 6.2 6.1 5.5 5.9 6.1 6.5 5.7
B 5mg/ℓ以下 2 6.7 7.0 6.3 6.9 6.0 6.1 7.1

おわし海水浴場 A 2mg/ℓ以下 1 1.8 1.7 1.8 1.8 1.6 1.6 1.6

水域名
環境基準

H19 H20

神西湖
宍道湖

H25H22H21 H23 H24

神戸川（下流）、平田船川、湯谷川

の環境基準値：2mg/ℓ以下 

斐伊川の環境基準値：1mg/ℓ以下 
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河川の水質について、過去に遡って経年的にみると、下水道の整備や合併処理浄化槽の普

及に伴って改善されてきており、近年は概ね良好な状況で推移しています。 

一方、斐伊川水系、十間川水系の下流域を構成する宍道湖、神西湖の水質の経年変化を見

ると、宍道湖の COD75%値はほぼ横ばい、神西湖もほぼ横ばいながら、平成 25年度は増加して

います。 

 

⑶ 騒音・振動・悪臭 

平成 25 年度に寄せられた騒音、振動、悪臭の苦情件数を見ると、騒音は 12 件で、前年度

に比べて 4 件減少、振動は 1 件で増減なし、悪臭は 9 件で 1 件減少しました。全苦情件数に

対するこれら 3公害の苦情件数の割合は約 13.4％でした。 

自動車騒音については、「自動車騒音常時監視５カ年計画（平成 24年）」に基づき調査を実

施しています。平成 25年度は、市内の主要な幹線道路に面する 3区間の面的評価を行いまし

た。今回評価対象となったのは 718 戸で、このうち昼夜とも環境基準を達成したのは 713 戸

（99.3％）でした。 

幹線道路の環境基準達成状況（平成 25年度） 

路線名 評価区間始点～終点 
評 価 対 象 

戸 数 

環 境 基 準 

達 成 戸 数 

環 境 基 準 

達 成 率 

一般国道 9 号 神西町   ～ 多伎町久村 240 戸 237 戸 98.8％ 

一般国道 184 号 渡橋町   ～ 塩冶町 377 戸 377 戸 100％ 

十六島直江停車場線 斐川町島田 ～ 斐川町直江 101 戸 99 戸 98.0％ 

 

⑷ ダイオキシン類 

ダイオキシン類は、微量でも人の健康に有害な影響を及ぼすおそれのある物質で、市内で

も、出雲保健所でダイオキシン類対策特別措置法に基づく常時監視を行っています。平成 25

年度は、大気 1地点、水質（地下水）1地点で調査を行い、すべての地点で環境基準を達成し

ました。 

 

⑸ 公害苦情 

公害に関する苦情は市民の生活に密着した問題で、その適切な処理は、地域の生活環境の

保全や紛争の未然防止のためにも極めて重要です。 

平成 25 年度に受理した公害苦情の件数は、前年度に比べて 31 件減少し 164 件でした。そ

のうち、廃棄物の野焼き等大気の苦情が 68 件で全体の 41.5％を占めており、市街地や新興

住宅地、その周辺での苦情が増えています。 
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宍道湖の環境基準：3mg/ℓ以下 

神西湖の環境基準：5mg/ℓ以下 
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※「その他」は、廃棄物投棄、空き家、草の繁茂など 

２ 自然環境 

出雲市には、北山や南部山地の森林、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・生育環境が

あり、豊かな生態系が形成されています。 

 

⑴ 水生生物 

市では、平成 13年度から公益財団法人ホシザキグリーン財団に委託し「希少水生生物、外

来水生生物、希少種の鳥類等についての生息調査（出雲市自然環境調査研究事業）」を実施し

ています。 

平成 25年度は、出雲平野を中心に水路や河川の 20地点で調査を行い、合計 89種の生物を

記録しました。希少水生生物は、タモロコなど水路に生息する魚に注目して調査し、11地点

で確認しました。また、外来水生生物は、タイリクバラタナゴに注目して調査を行い 8 地点

で確認し、外来水草の調査では、要注意外来生物であるハゴロモモ、オオカナダモ、コカナ

ダモ、ホテイアオイの 4 種類を確認しました。特にオオカナダモは、他の水草が生えること

ができないほど繁茂していました。 

外来生物は、在来種や希少種の生存を脅かすこともあり、これを野外に放すなどの行為を

しないように正しい知識を広めていく必要があります。 

 

⑵ 渡り鳥 

宍道湖は、全国でも有数の冬鳥の渡来地で、中海とともに、ラムサール条約湿地に登録さ

れています。島根県が毎年実施しているガンカモ類生息調査において、カモ類が一時大幅に

減少していましたが、近年増加傾向にあります。また、ガン類の中でもマガンの飛来数が増

加しています。 

一方、神西湖においては、多数のカモ類が確認されています。 
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⑶ 野生鳥獣の保護管理 

シカは、主に北山山系（出雲北山山地、湖北山地）に生息し、造林木や果樹等を中心に被

害を発生させています。被害額はピーク時に比べ減少傾向にあるものの、被害は依然後を絶

たない状況であり、捕獲等による積極的な対策を講ずるとともに、保護目標頭数（適正な頭

数）180頭を目指している出雲北山山地では適正な生息環境の整備も必要です。 

また、イノシシは、市南部の中山間地を中心に生息し、水稲等に深刻な被害を発生させて

います。近年は、北山山地へも生息域が拡大しており、捕獲等による被害防止に向けた対策

が必要です。 

ヌートリアは、斐伊川・神戸川水系の下流域及び神西湖周辺を中心に生息し、野菜等に被

害を発生させています。近年は、中山間地域の河川上流域、ため池等に生息域が拡大してい

ます。 

アライグマは、今のところ被害の報告はありませんが、県の調査によると、西部を中心に

生息が確認されており、本市においても被害の発生が懸念されます。 

ヌートリアやアライグマは、もともと日本にいなかった種で、外来生物法で特定外来生物

に指定されており、生態系への影響も大きいため、捕獲等による徹底的な対策を行う必要が

あります。 

 

※シカ（出雲北山山地）は暦年集計 

 

３ 快適環境 

⑴ 公園緑地 

出雲市の緑環境の基幹となる都市公園は、広域公園である県立浜山公園のほか、一の谷公

園、真幸ヶ丘公園、斐川公園、湖陵総合公園、愛宕山公園の 5か所の総合公園、2か所の地区

公園、5か所の近隣公園、87か所の街区公園、5か所の都市緑地の計 104か所、手引ヶ丘公園

などの普通公園 84か所、出雲健康公園などのその他公園 17か所が整備されています。 

出雲市の公園緑地面積（平成 26年 3月 31日現在） 

※人口には外国人を含まない。 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000
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（頭） 出雲市有害鳥獣捕獲班による捕獲数の推移

シカ（出雲北山山地）

シカ（湖北山地）

イノシシ

タヌキ

ヌートリア

地　域 人　口 都市公園 普通公園 その他公園 計 1人当たり

出 雲 89,948人 870,700m2 99,537m2 163,240m2 1,133,477m2 12.6m2

平 田 26,586人 289,025m2 15,608m2 88,092m2 392,725m2 14.8m2

佐 田 3,715人 2,572m2 105,152m2 107,724m2 29.0m2

多 伎 3,719人 201,619m2 56,273m2 257,892m2 69.3m2

湖 陵 5,466人 113,260m2 465m2 113,725m2 20.8m2

大 社 15,101人 327,400m2 999m2 45,333m2 373,732m2 24.7m2

斐 川 28,001人 198,756m2 9,416m2 312,642m2 520,814m2 18.6m2

計 172,536人 1,799,141m2 330,216m2 770,732m2 2,900,089m2 16.8m2
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⑵ 築地松景観 

出雲平野の自然と文化に根ざした築地松の織りなす景観は、出雲地方独特の景観であり、

全国に誇れる本市の貴重な資産といえるものです。 

しかし、近年は松くい虫の被害や築地松を剪定する職人の不足、そして生活様式の変化に

よって、築地松景観が失われてきています。このため、築地松景観保全対策推進協議会では、

平成 25年 1月から 3月にかけて「出雲平野における築地松実態調査」を行うなど、その状況

把握に努めています。また、松くい虫の被害等の対策を講じていますが、年々被害は拡大し、

被害木伐倒後は、別の樹木が補植されるなど、以前からの景観が急速に損なわれつつありま

す。 

 

４ 地球環境 

⑴ 地球温暖化 

平成 26年秋に開催された国連の気候変動に関する政府間パネル（IPCC）第 40回総会では、

今世紀末に地球の気温上昇は 0.3～4.8℃、海面水位が 26～82cm 上昇すると予測しており、

20世紀半ば以降に観測された温暖化の主な原因は化石燃料を燃やすなどの人間活動であった

可能性が極めて高いと指摘しています。 

 

松江地方気象台における平成 25年の年平均気温は 15.4℃でした。昭和 16年からこれま

での平均気温の推移を見ると、ここ 70数年の間に 1.6℃上昇していることになります。こ

うした気温上昇の原因は地球温暖化によるものと考えられますが、そのメカニズムについて

は十分に解明されていません。 

また、平成 25年 7月、8月には島根県内で記録的な豪雨になるなどの異常気象にも見舞わ

れました。これらの異常気象も地球温暖化が要因の一つだとする研究者もいます。 

 

⑵ 二酸化炭素（CO2）排出量の推移 

二酸化炭素（CO2）は、地球温暖化の要因となる「温室効果ガス」の 90％以上を占め、その

排出量は、地球温暖化対策の目標指数となっています。出雲市の平成 24年度の CO2排出量は、

出雲市地域省エネルギービジョンで定めた基準年度（平成 18年度）に比べると、約 5.1％（約

85千 t-CO2）増となりました。 

部門別の CO2排出割合を全国と比較してみると、エネルギー転換部門がほとんどなく、運輸

部門、家庭部門の割合が高くなっています。これは、製造業などよりも、自動車の燃料用や

家庭の空調・照明用などでのエネルギー消費が多いためと考えられます。 

   家庭部門での CO2 排出割合が高くなっている理由として、家庭用機器のエネルギー消費量

が機器の大型化や多様化により増加していることや、世帯数の増加などがあげられています。 

13.0

13.5

14.0

14.5

15.0

15.5

16.0

S16 S25 S34 S43 S52 S61 H7 H16 H25

(℃) 松江地方気象台における年平均気温の推移
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※環境省 HP「部門別 CO2排出量の現況推計」より作成        ※全国の排出量は環境省資料より作成 

 

５ 循環型社会の構築 

ごみの減量・分別意識の向上等により、ごみの排出量は平成 20年度まで減少していましたが、

それ以降は、ほぼ横ばいの傾向にあります。 

平成 25年度の出雲市のごみ排出量（火災・災害ごみを除く）は 61,827t（対前年度 0.1％増）

で、その内訳は家庭ごみが 39,587t（対前年度 2.9％増）、事業所ごみが 22,240t（対前年度 0.9％

増）、団体回収が 1,269t（対前年度 0.5％減）となりました。 

平成 24 年度に調査した家庭ごみの組成を見ると、家庭から出る可燃ごみの約 60％が生ごみ

でした。生ごみは、その約 80％が水分だと言われています。 

循環型社会の構築のためには、市民と事業者、市が一体となり、ごみの減量化・再資源化、

適正な処理の推進に努めていくことが非常に重要です。 

 

 

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

H18 H19 H20 H21 H22 H23 Ｈ24
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Ⅲ 出雲市の環境への取組 

「第 2 次出雲市環境基本計画」では、めざすべき環境の将来像「神話から未来へつなぐ さ

わやかな環境のまち・出雲」の実現に向け、6つの基本目標を掲げ、様々な施策を推進していま

す。その推進にあたっては、44の数値目標を定め、進行管理を行っています。 

ここでは、数値目標の達成状況と平成 25年度に取り組んだ主な事業の実施状況について報告

します。 

 

【評価の判断基準】 

○：中間目標値を達成した。 

△：前年度値（基準値）より改善したが、中間目標値までは達成できなかった。 

×：前年度値（基準値）から状況が悪化した。 

 

１ 澄んだ空気ときれいな水に潤い 健康に暮らせるまち 

１－１ 大気環境の保全 

⑴ 数値目標の達成状況 

 

   

⑵ 主な取組 

① 一畑電車活性化事業［交通政策課］ 

一畑電車沿線地域対策協議会（島根県、松江市、出雲市）を通じ、利便性の向上を図り

ました。 

 通勤定期券購入助成（4～12月） 641枚 

 通勤定期 エコ電定期券購入助成（1～3月） 225枚 

 シルバー切符助成 6,536枚 

② 公共交通機関利用促進の啓発推進［交通政策課］ 

公共交通機関利用促進に活用するため、広報いずもに市内のバス路線マップを掲載し

ＰＲを行いました。 

③ 山陰本線鉄道利用促進事業［交通政策課］ 

ＪＲの活性化事業等を実施する「島根県鉄道整備連絡調整協議会」を通じ、利用促進

を図りました。 

 ＪＲダイヤポケット時刻表の作成・配布 15,000冊 

④ ばい煙、粉じん、野外等での不法なごみの焼却の監視、指導［環境政策課］ 

島根県では、大気汚染防止法及び島根県公害防止条例に基づき、ばい煙・粉じん発生

施設への立入調査を実施しています。出雲市では、ばい煙、粉じん、ごみの野外焼却に

関する苦情対応として、発生人へ指導を行いました。平成 25年度の大気環境に関する苦

情対応件数は 68件でした。 

⑤ 佐田総合資源リサイクル施設管理事業［農業振興課］ 

佐田総合資源リサイクル施設において、畜産農家から回収した糞尿を利用して製造し

た堆肥を稲作農家やぶどう農家等に販売することにより、耕畜連携、資源循環を図りま

した。 

目標設定項目
基準年度値
（H23年度）

実績値
（H24年度）

実績値
（H25年度）

中間目標値
（H29年度）

評価

1
大気汚染測定値(SPM)
（環境基準 0.10mg/㎥以下）

0.015mg/㎥
（H22年度）

環境基準未達成
（H23年度）

環境基準達成
（H24年度）

環境基準値内 ○

2
市公用車へのクリーンエネルギー自
動車導入率（導入台数）

1.5%
（8台）

1.7%
（8台）

2.8%
（10台）

10.6%
（58台）

△

一畑電車 
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 回収農家数 29戸 

 家畜糞尿の収集量 7,102t 

 

１－２ 水環境の保全 

⑴ 数値目標の達成状況 

 

⑵ 主な取組 

① 公共下水道、農業集落排水、漁業集落排水、小規模集合排水、合併処理浄化槽などの

整備［下水道建設課］ 

生活排水対策は、水環境の改善、快適な暮らしの実現のため、不可欠な事業です。住

環境を改善し、豊かな川や汽水域、豊かな海の再生をめざし、汚水処理施設の整備を図

りました。 

 公共下水道整備面積 35ha 

 阿宮地区農業集落排水事業実施中 

 市設置合併処理浄化槽 54基 

 汚水処理（個人設置合併処理浄化槽） 275基 

 循環型（個人設置合併処理浄化槽） 10基 

② 水質浄化、排水などに関する啓発活動［下水道管理課］ 

「広報いずも」9月号、2月号に下水道への早期接続、下水道の正しい使用、各制度の

案内を掲載し、水質浄化に関する普及啓発を行いました。 

また、下水道未接続世帯に対し、文書送付や戸別訪問を行い、早期接続の促進を行い

ました。 

③ 汚濁河川のヘドロ除去［道路河川維持課］ 

年間を通して、河川、排水路の土砂撤去、藻刈り等を行いました。 

④ 油の流出などの水質事故の未然防止と発生時の迅速な対応［道路河川維持課、農林基

盤課、環境政策課］ 

目標設定項目
基準年度値
（H23年度）

実績値
（H24年度）

実績値
（H25年度）

中間目標値
（H29年度）

 評価

1

類型指定河川水質の環境基準達成
率（斐伊川及び神戸川上流：河川AA
類型、BOD 1mg/ℓ以下、神戸川下
流、平田船川及び湯谷川：河川A類
型、BOD 2mg/ℓ以下）

100%
（4河川7地点）

71.4%
（4河川5地点）

85.7%
(4河川6地点）

100%
（4河川7地点）

△

2
類型未指定河川水質の市基準達成
率（BOD市独自基準 5mg/ℓ以下）

100%
（12河川）

100%
（12河川）

100%
(12河川）

100%
（12河川）

○

3
湖沼水質の環境基準達成率（宍道
湖：湖沼A類型、COD 3mg/ℓ以下、神
西湖：湖沼B類型、COD 5mg/ℓ以下）

0%
（0湖）

0%
（0湖）

0%
（0湖）

100%
（2湖）

×

4
海域水質（海水浴場）の市基準達成
率（COD市独自基準 2mg/ℓ以下）

100%
（6地点）

83%
（5地点）

100%
（6地点）

100%
（6地点）

○

5 廃食用油回収量 47,466ℓ 35,077ℓ 33,335ℓ 47,500ℓ ×

6 汚水処理人口普及率 77.8% 78.1% 83.7% 83.8% △

7 水洗化率（接続率） 86.6% 87.9% 88.0% 88.0% ○

家畜の糞尿を利用して

製造した堆肥 



 

11 

河川の草刈等で機械を使用する際の燃料補給方法等、油類の取扱に

ついて注意喚起・指導を行い、水質事故の未然防止を図りました。 

また、オイル吸着マット等を常備し、水質事故の発生に備えました。 

交通事故等により自動車からガソリン、オイル類が道路、用水路等

に流出した際には、油吸着材やオイルフェンス・マット等を使用し、

二次被害発生の防止に努めました。 

⑤ 河川の堰や排水機場のごみの適正処理［道路河川維持課、農林基盤課］ 

堰や排水機場で発生した川ごみについて、その都度、分別を行い、適正処理を行いま

した。 

⑥ 水質調査［環境政策課］ 

市内 34 河川の 43 か所において水質検査を実施しました。平田地域において環境基準

を超過した月もありましたが、概ね環境基準値を達成していました。 

⑦ 生きもの調査［学校教育課］ 

学校から出かけて身近な自然の動植物調査や、校内で動植物を飼育栽培し、観察を行

いました。渡りをする蝶であるアサギマダラの継続観測やシジミの生態調査など、各学

校で地域にあわせた特色のある活動を行いました。 

⑧ 河川や湖に親しむ体験活動［学校教育課］ 

学校の近くにある河川や湖に出かけて、動植物の生態調査や水質調査を行いました。

また、宍道湖でヨシの植栽等を行うなど、学校教育の中でも川や湖に親しむ活動を行い

ました。 

⑨ 宍道湖西岸・斐伊川河口でバードウォッチング［出雲科学館］ 

   宍道湖西岸・斐伊川河口でバードウォッチングを実施し、生物のつながりと環境につ

いて学習しました。 

⑩ 河川や湖の清掃活動の支援［道路河川維持課、環境政策課］ 

地域住民が組織する町内会、自治会及び団体がボランティア活動で行う河川の除草、

浚渫活動（ふれあい愛護活動）を支援しました。平成 25年度の支援件数は 154件でした。 

また、市民ボランティアによる斐伊川、宍道湖、神西湖の一斉清掃活動が行われ、集

められたごみの回収を市において実施しました。 

⑪ 水産資源の保護［水産振興課］ 

「小伊津のアマダイ」として有名なアカアマダイの稚魚の栽培漁業に取り組みました。

7cm 程度までに成長した稚魚約 6,600 尾を、小伊津近海の水深 40m 付近の海域へ放流し

ました。 

また、漁業協同組合 JFしまね大社支所・平田支所が実施する放流事業（アワビ、サザ

エ、バイ、ウニ）へ助成を行いました。 

内水面各漁協が実施する放流事業（宍道湖漁協／ウナギ・スジエビ・フナ、神西湖漁

協／シジミ・フナ、神戸川漁協／アユ）へも助成を行いました。 

⑫ 漁場の良好な環境の保全［水産振興課］ 

北浜地区の漁業者（北浜一本釣会）が実施するサデ曳き等による海底清掃への助成を

行いました。また、宍道湖漁協が湖底環境の改善のために実施する湖底攪拌（湖底攪拌

用作業船及びポンプ整備）への助成や、神西湖漁協が湖底環境の改善のために実施する

覆砂（作業用台船整備、覆砂作業）への助成も行いました。 

⑬ 保安林事業［森林政策課］ 

保安林がその機能を維持、発揮できるよう、巡視による管理を行いました。 

油流出事例における 

油吸着処理の様子 
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⑭ 宍道湖一斉清掃［環境政策課］ 

6 月 9 日、平田・斐川両地域の宍道湖沿岸において一斉清掃を実施し

ました。参加者は 1,988人、回収されたごみの量は 3.24ｔでした。 

⑮ 宍道湖水環境改善協議会［環境政策課］ 

平成 24年 7月に、宍道湖とその流域の水環境の改善、恵み豊かな宍道湖の再生を目的

に、出雲河川事務所、島根県、松江市、出雲市の 4 者で「宍道湖水環境改善協議会」が

設立されました。平成 25年度は上記の一斉清掃のほか、ヨシ再生プロジェクト（松江市

大垣町）、ヨシ刈り取り事業（出雲市出島町）を行いました。 

⑯ 斐伊川水系水源の森づくり事業［森林政策課］ 

斐伊川水系の上下流自治体が締結している「森林整備協定」に基づき、上流自治体が

実施した造林事業に対し、本市は負担金を支出することにより下流域の水資源の確保や

水系水質の保全を図りました。 

 整備面積 

・雲南市  雪起し・下刈り 18.99ha 

・飯南町  下刈り      7.55ha  

・奥出雲町 雪起し・下刈り 12.25ha 

⑰ 中海・宍道湖子ども探検クルーズ［環境政策課］ 

中海・宍道湖・大山圏域の小学生を対象に、8月 6日、「中海・宍道湖子ども探検クル

ーズ」を実施しました。沿岸と湖心での水質の違いやシジミを守る取組を学習すること

で、宍道湖への理解を深めました。 

・主催  中海・宍道湖・大山圏域市長会 

・参加者 37名 

 
 

 

⑶ 課題と今後の方向性 

数値目標のうち、平成 25年度の「①類型指定河川水質の環境基準達成率」は、一部基準

未達成の地点がありました。また、「③湖沼水質の環境基準達成率（宍道湖、神西湖）」で

は、宍道湖の水質にやや改善が見られたものの、両湖とも環境基準を達成していないため、

今後の水質改善が大きな課題となっています。 

 

 

 

 

 

 

宍道湖清掃の様子 

中海・宍道湖子ども探検クルーズ 
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１－３ 健康に暮らせる環境の保全 

⑴ 数値目標の達成状況 

⑵ 主な取組 

① 騒音、振動の発生源への監視、指導［環境政策課］ 

市内には、騒音・振動規制法に基づき、事業場や建設工事による騒音・振動を規制す

る区域が定められています。規制区域内の事業場等から発生する騒音や振動が規制基準

を超えている場合は、改善勧告や改善命令を行います。平成 25年度は改善勧告等の事例

はありませんでした。平成 25年度において、規制区域以外も含めた騒音・振動に関する

苦情対応件数は 13件でした。 

② 航空機騒音の実態把握とその対策［斐川支所地域振興課］ 

島根県では、出雲縁結び空港周辺地域において、昭和 60年から航空機騒音調査を行っ

ています。平成 24 年度の測定結果は WECPNL 値 63.1～65.3 で、環境基準（WECPNL 値 75

以下）を満たしていました。 

市では、平成 25年度に出雲空港周辺の騒音対策のため次の事業を行いました。 

ア 防音工事更新事業（空港周辺の対象家屋の防音工事費を助成） 

 件数 １件 

イ 空調機器更新事業（空港周辺の対象家屋の空調機器の更新経費を助成） 

  件数 157件 

③ 夜間花火規制条例による規制［環境政策課］ 

平成 18 年に制定した出雲市夜間花火規制条例により、公共の場所では夜 10 時以降の

花火を禁止しています。このうち、特に夜間花火の周辺環境への影響が著しいと認めら

れる地域は夜間花火禁止区域に指定しており、看板、ホームページ等により周知を行っ

ています。 

④ 悪臭発生源への監視、指導［環境政策課］ 

市内には、悪臭防止法に基づき、工場その他の事業場における事業活動に伴って発生

する悪臭を規制する区域が定められています。規制区域内において悪臭物質の排出が規

制基準を超えている場合は、事業者に対し改善勧告や改善命令を行います。平成 25年度

において改善勧告等の事例はありませんでした。また、規制区域以外も含めた悪臭に関

する苦情対応件数は 9件でした。 

⑤ アスベストに関する情報提供及び適正処理の推進［環境政策課、建築住宅課］ 

島根県では、アスベストの大気中への飛散を防止するため、建築物の解体等工事の監

視・指導及び大気中のアスベスト濃度測定を行っています。市では、ホームページを通

じてアスベストに関する情報の提供を行っています。 

また、市では、建設リサイクル法による建築物の解体工事の届出書を受理しています。

アスベスト等の有害物質の除去を伴う旨の記載があった場合は、適切に処理するよう指

導しています。 

 

 

 

目標設定項目
基準年度値
（H23年度）

実績値
（H24年度）

実績値
（H25年度）

中間目標値
（H29年度）

評価

1 自動車騒音の環境基準達成率 100% 99.8% 99.3% 100% ×

2
航空機騒音の環境基準達成率
（WECPNL値75以下）

100%
（H22年度）

100%
（H23年度）

100%
(H24年度）

100% ○

3 ダイオキシン類の環境基準達成率
100%

（H22年度）
100%

（H23年度）
100%

（H24年度）
100% ○
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⑥ 犬のしつけ方教室［環境政策課］ 

9月 28日、島根県と島根県動物保護管理協会、出雲市の共催で、人とペットをめぐる

良好な地域環境づくりを目的に、犬の正しい飼い方・しつけ方の講習会を開催しました。

6組の参加があり、犬の病気や手入れ方法、基本的な訓練、しつけ方の講義及び実習を行

いました。 

⑦ 空地などの管理指導［環境政策課］ 

出雲市環境保全条例により、市民等は住宅周辺の空地などについて、除草・清掃を行

い、常に清潔な維持管理に努めるよう定めていますが、平成 25 年度は 11 件の苦情があ

り、空地などの所有者に対し適正な管理をするよう指導・助言しました。 

   

犬のしつけ方教室の様子 
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２ 人と自然がふれあい ともに生きるまち 

２－１ 野生動植物との共生 

⑴ 数値目標の達成状況 

 

⑵ 主な取組 

① トキによるまちづくり事業［農業振興課］ 

12 月 22 日、出雲市西新町の朱鷺会館で、大学教授等を講師に招

き、国土交通省中国地方整備局出雲河川事務所と連携し「トキととも

に生きる出雲の魅力的な地域づくり」をテーマにフォーラムを開催

しました。 

② ウミネコ・モリアオガエル調査［文化財課］ 

国の天然記念物に「経島のウミネコ繁殖地」として指定されているウミネコ、県のレ

ッドデータブックに準絶滅危惧種として選定されている「モリアオガエル」の産卵状況

調査を行いました。 

ウミネコ（日御碕経島）について、平成 25年 3月から 5月まで、飛来、産卵、ふ化の

調査をそれぞれ行いました。 

  ウミネコ「ヒナの数」   794羽 （30年平均 805羽） 

  ウミネコ「未ふ化の卵数」 349個 （30年平均 382個） 

6月には多伎町地内７か所の池等で、モリアオガエルの産卵状況（卵塊数）調査を行い

ました。 

 モリアオガエル卵塊数   1,106個 （平均 755個） 

産卵状況（卵塊数）は、今まで調査した中で、4番目の多さとなりました。   

③ 自然環境調査研究事業［環境政策課］ 

市内の自然環境の状況を把握し、各種の施策に活用するため、野生動植物を対象とし

た自然環境調査を実施しました。平成 25年度はタモロコなど水路に生息する希少水生生

物や、環境省が指定する要注意外来生物であるタイリクバラタナゴを中心に外来水生生

物について調査しました。ため池や川では、同じく環境省から要注意外来生物に指定さ

れているハゴロモモやオオカナダモも確認しました。 

④ ミナミアカヒレタビラの保護に向けた広報［環境政策課］ 

市ホームページで市内河川に生息する県指定希少野生動植物「ミナミアカヒレタビラ」

に関する生態や減少要因の解説を行い、保護を呼び掛けました。 

⑤ 有害鳥獣被害対策事業［森林政策課］ 

出雲北山山地では、県が定めた特定鳥獣（ニホンジカ）保護管理計画に基づき、シカ

の保護目標頭数（適正な生息頭数）180頭に向け、個体数調整捕獲を行うとともに、湖北

山地のシカについては、農林作物被害を防止するための有害鳥獣捕獲を行いました。 

また、生態系や農林水産業へ影響を及ぼすものとして特定外来生物に指定されている

ヌートリアについても有害鳥獣捕獲に努めました。 

 捕獲頭数 出雲北山山地シカ／675頭、湖北山地シカ／1,478頭 

ヌートリア／533頭 

 

 

 

目標設定項目
基準年度値
（H23年度）

実績値
（H24年度）

実績値
（H25年度）

中間目標値
（H29年度）

評価

1
ゲンジボタルの生息が確認された地
区の割合

49%
（21/43地区）

49%
（21/43地区）

49%
（21/43地区）

51%
（22/43地区）

△

出雲市で分散飼育され

ているトキの様子 
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２－２ 豊かな自然とのふれあい 

⑴ 数値目標の達成状況 

 

⑵ 主な取組 

① 自然歩道及び自然公園管理［観光交流推進課］ 

地域住民の協力のもと、自然公園内のパトロールや草刈り、ごみ拾いなどを行い、景

観の保護及び管理を行いました。 

② 開発事業などにおける事業者への助言［環境政策課］ 

都市計画区域内の 3,000m2以上または区域外の 10,000m2以上の開発行為について、開

発行為を行おうとする事業者に対し、環境的見地から意見書を提出しました。 

 件数：13件 

③ 観光施設管理運営事業［観光交流推進課］ 

既存の自然体験施設（目田森林公園、わかあゆの里、うさぎ森林公園、見晴らしの丘

公園、伊秩やすらぎの森及び水辺、八雲風穴）の管理を通して自然にふれあうことので

きる空間の提供を行うとともに、これら施設を広く周知することで更なる自然体験の推

進に努めました。 

④ 風の子楽習館［市民活動支援課］ 

 自然観察会、自然体験イベント等 16回 

 体験学習（木の実を使った小物作り等） 180回 

 受講者数計 9,998人 

⑤ 湊原体験学習センター［市民活動支援課］ 

 体験学習等 48回 

 受講者数計 1,264人 

⑥ 天王山キャンプ場［市民活動支援課] 

     天王山キャンプ場を周知し、自然体験施設を利用した活動の推進に努めました。 

⑦ グリーンツーリズム推進事業［観光交流推進課］ 

グリーンツーリズム実践団体との交流を図り、現状の把握及び課題を調査し、今後の

活動の基礎資料としました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標設定項目
基準年度値
（H23年度）

実績値
（H24年度）

実績値
（H25年度）

中間目標値
（H29年度）

評価

1 市主催の自然体験事業の参加者数 10,462人 10,882人 11,885人 10,500人 ○

2 市有自然体験施設の利用者数 118,655人 112,406人 134,879人 124,700人 ○

3 グリーンツーリズムの受入団体数 6団体 6団体 6団体 7団体 △

 自然体験教室 
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２－３ 森林と農地の保全と再生 

⑴ 数値目標の達成状況 

 

⑵ 主な取組 

重点プロジェクト１）森林を守り育てる取組 

① 森林整備地域活動支援交付金事業［森林政策課］ 

林業事業体等が行う、森林経営計画作成のための森林情報の収集や森林調査等の活動経

費に対して支援を行いました。 

  対象者  1事業体 

  対象面積 224.63ha 

② 造林事業［森林政策課］ 

市有林及び市行造林において、植栽木の健全な生長を促進するために、間伐、除伐及び

枝打ちを実施しました。また、森林資源の利活用を目的として、間伐材の搬出を行いまし

た。 

  間伐（搬出）    1団地、12.62ha 

  間伐（搬出以外） 18団地、28.48ha 

  除伐        4団地、 6.21ha 

③  ③ 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［森林政策課］ 

ア 市産材利用の推進 

市産材利用の推進を図るため、下記の助成を行いました。 

（ア）市産材の出荷促進のため、出雲木材市場への原木出荷に係る手数料の一部を助成し

ました。 

  補助金額   出売手数料助成として 税込売上の 2％ 

整理料助成として   630円／ｍ3 

  市産材出荷量 187.21ｍ3 

（イ）市産材利用促進のため、構造材に市産材を使用した新築住宅に対し、県産材使用補

助金（島根県木材協会）に協調して上乗せして助成しました。 

  補助金額   市産材使用材積 2万円／ｍ3（上限 20万円） 

  助成件数   25件 

  市産材使用量 277.90m3 

イ 森林整備、森林保全活動の促進 

森林整備、森林保全活動に対する財政的・技術的支援を図るため、国や県の補助事業

対象外の間伐・枝打ち、作業道整備等の造林事業に対して事業費の助成を行いました。 

（ア）保育（下刈り、枝打ち、除伐、間伐）に対する助成 

  補助率  2/3以内 

目標設定項目
基準年度値
（H23年度）

実績値
（H24年度）

実績値
（H25年度）

中間目標値
（H29年度）

評価

1 森林整備面積（累計） 40ha 60ha 92ha 150ha △

2 間伐等実施面積（累計） 420ha 480ha 631ha 700ha △

3 市産材取扱量 2,700㎥ 3,000㎥ 16,400㎥ 3,600㎥ ○

4 新規林業就業者数（累計） 1人 5人 6人 10人 △

5
アグリビジネススクール卒業者数（累
計）

251人 285人 314人 491人 △

6
学校給食における地場産品の利用割
合

35% 35.4% 35.9% 40% △

間
伐
さ
れ
た
木
々 
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  助成件数 14件 

  実施面積 8.66ha 

（イ）作業道開設に対する助成 

  補助金額 延長（m）×幅員（m）×500円以内 

  助成件数 10件 

  開設延長 1,406m 

  

  ウ 針葉樹や広葉樹の植樹事業の推進 

国や県の補助事業対象外の新植に対して、針葉樹や広葉樹の植樹事業の推進として、

事業費の助成を行いました。 

 補助率  2/3以内 

 助成件数 １件 

 実施面積 0.57ha  

 

④ 出雲市みどりの担い手育成事業［森林政策課］ 

林業後継者対策として、出雲地区森林組合が採用した作業員の健康保険、厚生年金及び

中小企業退職金共済の事業主負担分を補助しました。 

  補助対象者数 10名 

 

 

【その他の取組】 

⑤ 緑の募金活動［森林政策課］ 

国民全体で森林を守り育てる運動の一環として、町内会を通じて緑の募金活動（家庭

募金）を行いました。緑の募金は、主に地域の緑化活動支援のために活用されています。 

 募金活動主催 公益社団法人島根県緑化推進委員会（出雲市は正会員） 

 募金時期   5月～7月 

 募金額    7,445,049円（うち家庭募金 7,042,049円） 

⑥ 緑の募金公募事業［森林政策課］ 

緑の募金を資金とした「緑の募金公募事業」（公益社団法人島根

県緑化推進委員会）を活用し、地域住民による森林整備活動等の支

援を行いました。 

 助成金額  上限 50万円 

 採択事業数 市内団体 21件 

 事業内容  松枯れ跡地への植樹、雑木林の整備、広場や公園への植樹、 

講演会、間伐体験 等 

⑦ 松くい虫被害対策事業［森林政策課］ 

防除計画区域内の健全なマツに対して防除薬剤の樹幹注入を行うとともに、被害木に

ついて伐倒駆除等を行いました。 

 樹幹注入      8,653本 

 特別伐倒駆除      313本 

 伐倒駆除（くん蒸） 5,775本 

⑧ ナラ枯れ被害対策事業［森林政策課］ 

市内のナラ枯れ被害木に対し、伐倒駆除等を行いました。 

 伐倒駆除（くん蒸）   84本 

 

森林整備の様子 
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⑨ 人・農地プラン推進事業［農業振興課］ 

「人・農地プラン」を策定し、認定農業者や集落営農組織を「地域の中心となる経営

体」として位置付け、農地集積計画を立てて農地集積を図りました。 

⑩ 環境保全型農業直接支払交付金［農業振興課］ 

化学肥料、農薬を 5 割以上低減する取組とセットで、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に取り組む農家に対し、当該取組の実施に伴う追加的コストを

支援しました。 

 取組面積 177ha 

⑪ 集落営農［農業振興課］ 

集落営農組織の新規設立や法人化を支援し、これら組織による農地の保全、用排水路

等の整備を通じて、水環境の保全を図りました。 

 集落営農組織新規設立 4団体 

 集落営農組織の法人化 7団体 

⑫ 耕作放棄地再生事業［農業振興課］ 

     荒廃した耕作放棄地を引き受けて作物生産をする方に対して、再生作業、土づくり・

播種・施設整備等の取組を総合的に支援し、農地保全を図りました。 

耕作放棄地の発生防止、再生に向けた取組を進めた結果、10か所、計 2.5haの耕作放

棄地を再生することができました。 

⑬ アグリビジネススクール事業［農業振興課］ 

ぶどうチャレンジ講座、柿チャレンジ講座、いちじくチャレンジ講座、野菜チャレン

ジ講座の 4講座を開講し、32人受講、29人が講座を修了し、うち 5人が新規就農しまし

た。 

 講座開設期間：平成 24年 12月～平成 25年 11月 

⑭ 地産地消促進による学校給食への地場産品の提供［学校給食課］ 

市内の学校給食センターでは、毎月 1 回「おいしい出雲の一日」を設定し、ふんだん

に地元産の食材を使用した給食を提供しました。また、6月の食育月間にあわせて「いず

も給食 Week」を設けたほか、11月の「しまねふるさと給食月間」の期間中、特に地産地

消の推進に取り組みました。 

学校給食における地場産品の使用割合は 35.9％でした。（平成 25年度島根県食材仕入

れ等状況調査より） 

⑮ 有害鳥獣被害対策事業［森林政策課］ 

農作物に被害を与えるシカ、イノシシ、ヌートリア等の有害鳥獣の捕獲による頭数管

理やワイヤーメッシュ、電気牧柵等の防護施設の設置に対する支援を行いました。 

 捕獲頭数 シカ／2,153頭、イノシシ／1,596頭、タヌキ／500頭、 

カラス／1,382羽など 

 防護施設設置助成 79件 

⑯ 中山間地域等直接支払事業［農業振興課］ 

高齢化により耕作放棄地の増加が懸念されている中山間地域等において、農業生産の

維持を図りながら多面的機能を確保するため、農業者等による協定を締結し、農業生産

活動を継続して行う集落等を支援しました。 

 平成 25年度末現在の集落協定数 78集落 

⑰ 県営中山間地域総合整備事業［農林基盤課］ 

出雲南地区（朝山・乙立・稗原）、佐田地区において、県営事業を活用し、農業用排水

路、農業集落道、暗渠排水、ほ場等の整備を推進しました。 
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⑱ ふるさとの森再生事業［森林政策課］ 

松くい虫被害によって全山が松枯れしていた神西地区の市有林で、しまね森林活動サ

ポートセンター（島根 CO2吸収認証制度）からの助成を受けて、枯れ松の伐採と、広葉樹

の植栽等を行いました。 

 森林整備面積 12ha（うち植栽面積 6ha） 

⑲ みんなでつくる出雲の森事業［森林政策課］ 

間伐等による森林の適正な管理と、間伐材のチップ燃料としての利用促進を目的とし

て、市民参加により林地残材を搬出するための補助事業を行いました。 

 補助金額 1トンあたり 3,000円 

 出荷量  485.4トン（H25年 11月～平成 26年 3月実績） 

 

⑶ 課題と今後の方向性 

重点プロジェクト「１）森林を守り育てる取組」において数値目標として掲げた「①森

林整備面積」、「②間伐等実施面積」、「④新規林業就業者数」の平成 25年度実績は、いずれ

も基準年度より増えてきたものの、木材価格の低迷や林業収入の減少に伴う森林所有者の

経営意欲の低下等により、森林の管理放棄地が拡大し、森林の持つ多面的機能の低下が危

惧されています。 

林業の後継者対策や、森林の経営・管理を集約して行う木材生産団地化の促進、集約化

施業に必要な路網の整備、高性能機械の導入などの条件整備を図るとともに、森林資源に

ついて、建築用からバイオマス利用まで、今後も各分野での市産材利用の推進が必要と考

えます。 
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３ 悠久の歴史が息づく 美観と快適空間のまち 

３－１ 景観保全と緑地の確保 

⑴ 数値目標の達成状況 

 

⑵ 主な取組 

① 街なみ環境整備事業［まちづくり推進課］ 

歴史的趣のある質の高い街なみ景観を創出するため、出雲大社周辺地区において、道

路景観整備を実施しました。 

また、同地区において市民等の憩いの場、あるいは緑豊かな潤いのある空間を提供す

るため公園整備を実施しました。 

いずれも平成 26年度に完成する予定です。 

 市道山根 22号線・25号線道路美装化・無電柱化  400ｍ 

 市道真名井矢野線道路美装化           400ｍ 

 真名井小公園（仮称）整備           370㎡ 

② 大規模な建築物などに対する景観指導［建築住宅課］ 

適切な景観づくりを推進するため、出雲市内で一定規模以上の建築工事等を実施する

場合や景観形成地域内における建築工事等の行為について、事前届出により、外観や緑

化等に関する指導、助言を行いました。 

 大規模行為届出   137件 

 景観形成地域の届出 20件 

 国の機関等の通知  19件 

③ 建築物に対する修景助成［建築住宅課］ 

良好な都市景観及び調和の取れた街なみの形成を促進するため、指定した地域におい

て修景助成を行いました。 

 大社神門通り地区 6件、出雲大社周辺地区 4件、今市（八雲）地区 1件 

④ 屋外広告物の規制・指導［建築住宅課］ 

島根県屋外広告物条例に基づき、許可委任事務を行いました。 

 新規 229件、更新分 764件 

⑤ 街路事業［まちづくり推進課］ 

緑豊かで潤いのある道路、快適で良好な街なみ景観を形成するため、街路樹を新たに

10本植樹しました。 

⑥ 築地松景観保全の支援［建築住宅課］ 

築地松景観保全のため、築地松景観保全対策推進協議会（島根県、出雲市）

において、築地松の維持管理に要する経費を助成しました。 

 剪定 74件 伐倒・補植 218件 地上散布 125件 樹幹注入 74件 

⑦ 景観マップの作成や写真展の開催による啓発活動の推進［建築住宅課］ 

築地松コミュニケーション発行（1回／年） 

 平成 25 年度に築地松みどころマップ及び築地松ＰＲパンフレットを作成し配布しま

した。（各 5,000部） 

⑧ 学校や幼稚園等での花壇づくり［学校教育課］ 

各学校で野菜や花の栽培を積極的に行い、プランターで花を育てて地域の施設にプレ

ゼントしたり、育てた野菜を調理して地域の方々と一緒に食事をしたりする学校がある

目標設定項目
基準年度値
（H23年度）

実績値
（H24年度）

実績値
（H25年度）

中間目標値
（H29年度）

評価

1 一人当たりの公園面積 16.7㎡ 16.8㎡ 16.8㎡ 16.8㎡ 〇

修景助成によって 

整備された建築物 

築地松 
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ほか、多くの学校でグリーンカーテンを栽培しました。 

   ⑨ 街路樹及び緑地帯等管理［都市計画課］ 

     街路樹等について、剪定、施肥等の維持管理を行いました。 

   ⑩ 老朽化した公園施設のリフレッシュ整備事業の推進［都市計画課］ 

     老朽化した公園施設及び遊具の改修を行いました。 

 手引ヶ丘、新崎南、新崎わかば、北本町西、新崎北、天神北の各公園遊具改修工事 

 愛宕山公園トイレ（建築、機械設備）工事 

 斐川公園野球場（施設、ポール、ベンチ）改修工事 

 岩樋公園トイレ（建築、機械設備）工事 

 

３－２ 環境美化の推進 

⑴ 数値目標の達成状況 

 

 

⑵ 主な取組 

① ポイ捨て・不法投棄対策の推進［環境政策課］ 

ごみのポイ捨て、犬のふん放置、不法投棄を防止する啓発看板を作成し、設置を希望

する市民の方へ配付しました。 

出雲市ポイ捨て禁止推進協議会では、11月 12日、「不法投棄防止パトロール」を実施

し、不法投棄の実態を把握するとともに、警察等関係機関を交え、対策について意見交

換しました。 

② ポイ捨て禁止キャンペーン［環境政策課］ 

出雲市ポイ捨て禁止推進協議会では、ポイ捨て禁止とマナーの向上

を呼びかけるため、「ポイ捨て禁止キャンペーン」を実施しました。 

協議会委員のほか、出雲市環境保全連合会会員も参加して行いまし

た。 

 6月 4日／大社町神門通り        25名参加 

 8月 24日／道の駅 キララ多伎     30名参加 

 10月 12日／夢フェスタ inいずも会場  25名参加 

 3月 21日／道の駅 湯の川       35名参加 

③ 「市民一斉クリーンデー」や「ポイ捨て一掃大作戦」などへの参加拡大［環境政策課］ 

  市では、6月第 1日曜日を「市民一斉クリーンデー」として設定するとともに、神在月

の 10 月を「出雲市ポイ捨て禁止月間」としています。「市民一斉クリーンデー」や「出

雲市 18万人ポイ捨て一掃大作戦」への参加を、広報いずもや防災行政無線、新聞広告等

を通じて市民に広く呼びかけました。 

出雲市ポイ捨て禁止推進協議会では、各種団体と協力して、10月の「ポイ捨て禁止月

間」に家庭で不要になった使用済みのビニール袋 1 袋分のごみを拾う運動を展開しまし

た。平成 25年度は 10,718人の参加報告がありました。 

 

目標設定項目
基準年度値
（H23年度）

実績値
（H24年度）

実績値
（H25年度）

中間目標値
（H29年度）

評価

1
市主催の環境啓発イベント（ポイ捨て
一掃大作戦、不法投棄パトロールな
ど）の参加者数

9,618人 11,331人 12,367人 13,000人 △

2 一斉清掃参加者数 10,013人 10,553人 7,971人 11,000人 ×

3 美化サポートクラブ登録団体数
29団体

（934人）
34団体

（1,016人）
35団体

（1,000人）
40団体

（1,200人）
△

 

 

キャンペーンの様子 



 

23 

④ 路上喫煙対策［環境政策課］ 

ポイ捨て禁止キャンペーンやイベントにおいて、携帯用灰皿の配布を行い、たばこの

吸い殻をポイ捨てしないよう呼びかけました。 

⑤ 美化サポートクラブ［環境政策課］ 

美化活動の実施、啓発活動に関してボランティアとして協力する市民団体や事業所を

募集し、「美化サポートクラブ」として認定しました。認定団体に対しては、傷害保険へ

の加入等の支援を行いました。 

 認定数 35団体（1,000名） 

⑥ 「出雲エコなび」での情報発信［環境政策課］ 

 出雲市環境保全連合会の活動を「環境保全ニュースレター」に掲載し、環境情報サイ

ト「出雲エコなび」で市民に広く情報発信を行いました。 

 掲載件数 11件 

⑦ 「ポイ禁だより」の発行［環境政策課］ 

広報いずもに「ポイ禁だより」を掲載し、ポイ捨て禁止キャンペーンや不法投棄防止

パトロールの状況を紹介するとともに、ポイ捨て、不法投棄の防止を呼びかけました。 
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４ 地球を考え 地域から実践するまち 

４－１ 地球温暖化防止の取組 

⑴ 数値目標の達成状況 

⑵ 主な取組 

重点プロジェクト２）温室効果ガス抑制への取組 

① 電気自動車急速充電スタンドの整備［環境政策課］ 

環境に優しい電気自動車の普及を促進するため、新たに道の駅キララ多伎に急速充電ス

タンドを整備し、運用を開始しました。市が設置する急速充電スタンドは道の駅大社ご縁

広場とあわせ２基となりました。 

② 「EVドライブガイド」の作成・配布［環境政策課］ 

中海・宍道湖・大山圏域の急速充電スタンドの設置

箇所を記したドライブマップを作成し、電気自動車

（EV）の普及を図りました。 

 発行  中海・宍道湖・大山圏域市長会 

③ 市の事務及び事業から発生する CO2 排出量、電気使

用量の削減［環境政策課、管財契約課］ 

「出雲市役所本庁舎省エネルギー行動計画」に基づ

き、本庁舎の各種空調設備の運転開始時間をずらし、

使用最大電力のピーク時間帯を分散するとともに、空

調の温度設定範囲を制限することにより、電力消費量

を抑えました。 

そのほか、執務室や会議室等の蛍光灯を間引くこと

により、電力消費量を抑えました。 

④ 防犯灯の LED化［交通政策課］ 

市設置防犯灯について、新設防犯灯 50灯すべてを LED防犯灯で設置しました。 

町内会等設置防犯灯については、LED防犯灯の新設分 81灯について設置補助を行いまし

た。 

また、従来の蛍光灯タイプ防犯灯から LED 防犯灯への更新分 116 灯についても設置補助

を行いました。 

目標設定項目
基準年度値
（H23年度）

実績値
（H24年度）

実績値
（H25年度）

中間目標値
（H29年度）

評価

1
市の事務及び事業から発生するCO2

排出量
8,616t-CO2

(H22年度）

8,858t-CO2

（H22年度比2.8%増)

7,908t-CO2

（H22年度比△8.2%）

7,997t-CO2

（H22年度比△7.2%）
○

2 市有施設（事務部門）の電気使用量
10,935,200kWh

(H22年度）
10,839,907kWh

（H22年度比△0.9%）
10,348,200kWh

（H22年度比△5.4%）
10,115,983kWh

（H22年度比△7.5%）
△

3
市公用車へのクリーンエネルギー自
動車導入率【再掲】

1.5%
（8台）

1.7%
（8台）

2.8%
（10台）

10.6%
（58台）

△

4
ＬＥＤ防犯灯の設置基数（総基数に対
する割合）

401基
（5%）

566基
（7%）

810基
（10％）

1,888基
（21%）

△

5
エコライフチャレンジしまね（環境家計
簿）登録世帯数

884世帯 894世帯 898世帯 1,000世帯 △

6
学校版エコライフチャレンジしまね参
加小中学校割合

100% 100% 100% 100% ○

7
ISO14001、エコアクション21認証取得
事業所数

34事業所 33事業所 49事業所 40事業所 ○

8 再生可能エネルギー導入市有施設数 9施設 10施設 12施設 14施設 △

9
再生可能エネルギー普及啓発事業へ
の参加者数

0人 51人 160人 100人 ○
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【その他の取組】 

⑤ エコドライブ講習会［環境政策課］ 

エコドライブの普及と運輸部門の CO2排出量の削減を目的として、10月 23日、出雲高

等自動車教習所において「エコドライブ講習会」を開催しました。 

 受講者数 9名 

⑥ エコドライブ街頭啓発［環境政策課］ 

11月のエコドライブ推進月間のキックオフイベントとして、11月 1日、ラピタ本店に

てエコドライブの方法を分かりやすく記したパンフレットや環境に関する啓発物品を配

布し、約 400名の来店者にエコドライブを呼び掛けました。 

⑦ グリーンカーテンの推進［環境政策課］ 

身近にできる地球温暖化対策の一つとして、家庭や事業所等でのグリーンカーテンの

設置を促すため、グリーンカーテン用のゴーヤ苗を 2,000ポット配付しました。 

 配付先 個人・事業所等 274件 

 
⑧ 針葉樹、広葉樹の植樹事業の推進［森林政策課］ 

「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」により、国や県の補

助事業対象外の新規植樹に対して事業費の助成を行いました。 

 補助率  2/3以内 

 助成件数 1件 

 実施面積 0.57ha 

⑨ 学校版エコライフチャレンジしまねの参加促進［学校教育課］ 

市内の市立小・中学校は、平成 22年度からすべての学校で「学校版エコライフチャレ

ンジしまね」に参加しており、これにより交付される島根県環境教育推進事業補助金を

活用して環境学習のための教材を購入したり、野菜や花の苗、種を植栽するなど、児童

生徒の環境意識の高揚を図りました。 

⑩ 家庭の省エネ講座［環境政策課、市民活動支援課］ 

 一般家庭での省エネ推進をめざし、7月 19日、斐川環境学習センターにて環境省環境

カウンセラー石原孝子氏を講師に迎え、一般家庭での省エネ推進を目指した「家庭の省

エネ講座」を開催しました。 

 受講者数 15名 

   ⑪ 出前！省エネ・３Ｒ講座［環境政策課］ 

家庭や地域等において省エネ・３Ｒ活動を積極的に取り組むため、出雲市環境保全連

合会各支部と連携して「出前！省エネ・３Ｒ講座」を計 3回開催しました。 

 参加者数 計 50名 
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⑫ 出雲産業フェアへの出展［環境政策課］ 

 11月 2日～3日、出雲ドームで開催された「出雲産業フェア」に出展し、竹の端材を使

った竹はさみ作りや米袋を再利用したマイバック作りなど、省エネ・３Ｒをテーマとした

体験講座を開催し、地球温暖化防止の普及啓発を行いました。 

 参加者数 約 650名 

 

重点プロジェクト３）再生可能エネルギーの普及と利用促進 

① 市有施設における再生可能エネルギー設備の導入［産業振興課、観光交流推進課］ 

  ゆかり館に、温泉や給湯の加温を行う木質チップボイラー1 基を設置しました。燃料

となるチップも市内業者から購入し、循環型社会への貢献を図りました。 

 出力 160kW（木質チップ含水率 40%時） 

 運用開始 平成 25年 4月 11日  

 木質チップ供給元 出雲地区森林組合、須佐チップ工業（有） 

 平成 25年度実績 

   チップ使用量 約 537ｔ 

灯油使用量 約 8割の削減効果（平成 24年度比） 

 

② 再生可能エネルギー普及啓発事業［産業振興課、市民活動支援課］ 

新エネルギーに対する理解促進を図るため、市内にある新エネルギー関連施設の見学会

や小学生を対象としたエネルギー学習講座などを開催しました。 

ア 新エネルギー関連施設見学会（タイトル：大人の新エネバスツアー～日本一の風力発

電所と新メガソーラーを巡る～） 

・日時：10月 19日(土)13:30～17:00 

・見学先：新出雲ウィンドファーム、しまねＳＯＬＡＲＰＯＷＥＲ出雲河下港発電所 

・参加者数：55名 

イ エネルギー学習講座 

   ⅰ）小さなお家に明かりを灯す風力発電装置を作ろう！ 

・日時：11月 9日（土）9:30～11:00 

・講座内容：風力発電に関するクイズと工作（風力発電工作キットの作成）を通じて、発

電のしくみについて学ぶ 

・場所：風の子楽習館 

・参加者：16名（小学生 9名、保護者 7名）  

ⅱ）作って楽しい！遊んで楽しい！ポンポン船を作ろう！ 

・日時：1月 11日（土）10:30～12:00 

・講座内容：木質バイオマスで熱エネルギーを作り、蒸気の力で動くポンポン船を作り、

エネルギー循環とバイオマス、新エネルギーについて学ぶ 

・場所：出雲科学館 

・参加者：14名（小学生 8名、保護者 6名） 

ウ 再生可能エネルギー講演会 

ⅰ）地球温暖化と異常気象（時事通信社と共催） 

・日時 2月 5日（水）13:30～15:00 

・講師 気象予報士 村山貢司氏 

・講演内容 地球温暖化と異常気象の関係をわかりやすく解説。 

・場所 くにびき大ホール 

・参加者 約 30名  
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ⅱ）木質バイオマスセミナー「みんなでつくる出雲の森事業」について 

・日時 3月 29日（土）14:00～15:30 

・講師 ＮＰＯ法人もりふれ倶楽部 野田真幹氏ほか 

・講演内容 市民参加型間伐材等搬出取組「みんなでつくる出雲の森事業」の紹介 

・場所 くにびき大ホール 

・参加者 45名 

 

③ 広報いずもへの記事連載（『再生可能エネルギー』について考えてみよう！） 

［産業振興課］ 

再生可能エネルギーに係る市の取組等を次のとおり掲載しました。 

・4/19号 「ゆかり館木質チップボイラー」運転開始！ 

・8/20号 バイオマス活用推進プラン策定＆中小水力発電調査結果 

   ・12/20号 新エネルギー施設見学会等を開催しました！ 

・3/20号 市内の太陽光発電の導入状況は？ 

 

 

 

【その他の取組】 

④ 神話の國出雲さんさん倶楽部の取組 

住宅用太陽光発電システムを設置した市民の一部に入会していただき、発電した電気に

付随する環境価値をとりまとめてクレジット化し、大企業等に売却する取組を行いました。 

 平成 25年度末会員数：436名 

 平成 25年度クレジット認定量：80トン（平成 24年度の発電に伴うもの） 

 平成 25年度クレジット売却益：12万円 

 

【今後の具体的な取組】 

ア）公共温浴施設への木質バイオマスボイラーの導入［産業振興課］ 

平成 25 年 3 月に導入したゆかり館の実績等を踏まえ、他施設への導入を検討しました。

木質バイオマスボイラーの普及拡大に伴う設置費用の低減等、今後の動向を注視しながら、

引き続き慎重に導入を検討することとしています。 

イ）中小水力発電事業化可能性調査［産業振興課］ 

  平成 24年度に実施した「中小水力発電事業化可能性調査」を基に、中小水力発電を巡る

今後の動向を調査し、引き続き導入に向けた検討を行うこととしています。 

ウ）公共温浴施設温泉熱利用設備導入可能性調査［産業振興課］ 

  市内公共温浴施設を対象として、化石燃料費の低減や、二酸化炭素排出量の削減（地域

環境保全）を目的として、温泉熱・温泉排熱を利用するヒートポンプ等設備の整備に向け

た導入可能性を調査します。 

 

⑶ 課題と今後の方向性 

重点プロジェクト「２）温室効果ガス抑制への取組」において、平成 25年度は数値目標

として掲げた「①市の事務及び事業から発生する CO2排出量」が、中間目標をクリアしまし

た。しかし、「②市有施設（事務部門）の電気使用量」、「③市公用車へのクリーンエネルギ

ー自動車導入率」、「④LED防犯灯の設置基数」は、いずれも前年度より改善したものの、中

間目標を達成することはできませんでした。 

地球温暖化防止に資する具体的な省エネ行動の拡大と定着が課題となっています。率先
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垂範すべき市役所自らの取組において、更なる徹底を図ることはもとより、市民、事業者

への啓発活動の強化に努める必要があります。 

また、国において検討が進められている地球温暖化対策の見直しの動向を踏まえ、「出雲

市地域省エネルギービジョン」や出雲市役所独自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」についての検討を行い、省エネルギーの意識と行動の定

着化に努めていきたいと考えています。 

次に、重点プロジェクト「３）再生可能エネルギーの普及と利用促進」において数値目

標として掲げた「⑧再生可能エネルギー導入市有施設数」は、「ゆかり館」に木質チップボ

イラーを導入し、12施設となりました。今後は、市役所自らの取組に加え、地域における

効率的なエネルギー利用の推進が課題となっています。太陽光、木質バイオマス、風力と

いった出雲市の豊かな自然を生かした再生可能エネルギーの導入と利用促進に努めていき

ます。 

 

４－２ 地球規模での環境問題への取組 

⑴ 主な取組 

① フロン対策［環境政策課］ 

出雲市のホームページ等に家電リサイクル法などの詳細を掲載し、周知しました。 

   ② 海岸漂着ごみ回収事業［環境政策課］ 

市民ボランティアによる海岸清掃活動を支援するため、集められた海岸漂着ごみの回

収を行いました。 

③ 海岸漂着ごみの処理等についての要望活動［環境政策課］ 

市民により回収された海岸漂着ごみに係る処分費用は、市に

とって大きな財政負担となっています。国、県からの財政支援

の継続と拡充について、要望を行いました。 

  

海岸に漂着した 

流木やごみ 
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５ 「もったいない」の心で築く 循環型のまち 

５－１ 廃棄物対策と資源循環の推進 

⑴ 数値目標の達成状況 

 

※ごみ排出量、ごみ再資源化量（再資源化率）、ごみ最終処分量（最終処分率）は、火災・災害ごみを除く 

⑵ 主な取組 

重点プロジェクト４）ごみ減量と再資源化の推進 

① ガーデンシュレッダー貸出事業［環境政策課］ 

家庭で利用できる剪定枝木粉砕機（5台所有）を市民へ貸し出し、チップ

化した剪定枝を堆肥や土壌改良材として利用してもらうことで、ごみの減

量化を図りました。平成 25年度は、69回の貸出を行い、利用者から申告さ

れた破砕量は 4,448㎏でした。 

② リサイクル団体回収補助事業［環境政策課］ 

資源ごみのリユース、リサイクル促進を目的として、資源物（古紙・空き缶・リターナ

ブルびん）を回収する団体に対して、補助金を交付しました。平成 25 年度は 97 団体を補

助対象団体として登録し、市から交付した補助金の合計額は、4,049千円でした。また、回

収された資源物の量は古紙 1,140t、空き缶 115t、リターナブルびん 25,884本でした。 

③ 出雲市ごみ減量化アドバイザー派遣事業［環境政策課］ 

コンポスターによる生ごみ堆肥化や衣類のリユース方法等について周知するため、自治

会等が行う研修会へ出雲市ごみ減量化アドバイザーを派遣しました。 

  講師登録 13名 

  派遣回数 56回 

④ 出雲ごみダイエット通信発行事業［環境政策課］ 

2 か月に 1 回発行（第 5 号～10 号）し、市と出雲エコなびのホームページに掲載して、

ごみ減量化の啓発を行いました。 

⑤ レジ袋無料配布中止事業［環境政策課］ 

  レジ袋の無料配布中止やマイバック持参運動を通じ、ごみの減量化を推進しました。 

  協力事業者数 10事業者 

  協力店舗数  28店舗 

 

【その他の取組】 

⑥ ごみ減量化研修事業［環境政策課］  

コミュニティセンターや出雲市環境保全連合会支部が主催するごみ減量に係る研修会に

市職員を講師として派遣するとともに、廃棄物処理施設等の見学会を実施しました。 

 

剪定枝木粉砕機 

目標設定項目
基準年度値
（H23年度）

実績値
（H24年度）

実績値
（H25年度）

中間目標値
（H29年度）

評価

1 ごみ排出量 62,632t
61,764t

（H23年度比△1.4%）
61,827ｔ

（H23年度比△1.3%）
60,117t

(H23年度比△4%)
△

2
ごみ再資源化量
（再資源化率）

12,239t
（19.5%）

11,468t
（18.6%）

10,439ｔ
（16.9%）

13,543t
（22.5%）

×

3 ごみ最終処分量
（最終処分率）

9,104t
（14.5%）

8,141t
（13.2%）

8,370ｔ
（13.5%）

8,539t
（14.2%）

○

4 廃食用油回収量【再掲】 47,466ℓ 35,077ℓ 33,335ℓ 47,500ℓ ×

5 リサイクル団体回収補助登録団体数 90団体 99団体 97団体 100団体 △



 

30 

⑦ スーパー等の店頭回収の推進［環境政策課］ 

出雲市のホームページにて、スーパー等が行う店頭回収の取組を紹介し、市民への周

知を図りました。 

⑧ リサイクルステーション設置事業［環境政策課］ 

出雲地域 24か所（コミュニティセンター等）、平田地域（ごみ集積場と共用）、佐田地

域 128か所（集会所等）、多伎地域 30か所（会館等）、湖陵地域 23か所（会館等）、大社

地域 64 か所（コミュニティセンター等）、斐川地域 8 か所（コミュニティセンター等）

のリサイクルステーションを開設し、資源物の回収を行いました。 

⑨ リサイクルショップの紹介、周知［環境政策課］ 

市内にあるリサイクルショップの所在地・連絡先等を市のホームページ等で紹介し、

リユース、リサイクルを呼びかけました。 

⑩ 事業所訪問、ごみ排出実態調査［環境政策課］ 

市内の事業所を訪問し、発生するごみの処理方法等を調査するとともに、ごみの減量

化に向けた指導・助言を行いました。 

⑪ いずも古着市開催事業［環境政策課］ 

11 月 23 日～24 日、朱鷺会館において実行委員会主催による「いずも古着市」を開催

しました。当日の来場者は 1,500 人、持ち込まれた古着は 7,800 枚、販売数は 2,796 枚

でした。 

また、古布・古着の回収を平田地域と佐田地域で実施しました。    

⑫ ごみの分別徹底の広報［環境政策課］ 

「目指せ！可燃ごみ減量化！」と題して、「広報いずも」10月号に記事を載せ、雑紙の

リサイクルについて広報しました。 

⑬ 廃棄物の不適正処理対策［環境政策課］ 

不法投棄防止のため、看板や監視カメラを設置するとともに、出雲市ポイ捨て禁止推

進協議会と協力して不法投棄パトロールを行いました。野外でのごみの焼却については、

出雲保健所と連携して適正処理の指導を実施しました。 

⑭ 次期可燃ごみ処理施設の整備に向けた予備調査・検討［環境施設課］ 

先進地調査を行い、施設整備スケジュール及び用地選定・施設整備手法等の情報収集

を行いました。 

 

⑶ 課題と今後の方向性 

重点プロジェクト「４）ごみ減量と再資源化の推進」において数値目標として掲げた「①

ごみ排出量」は、平成 23年度（基準年度）より減少したものの、中間目標を達成すること

はできませんでした。 

次に、「②ごみ再資源化量（再資源化率）」は、平成 23年度（基準年度）以降減ってきて

います。これは、スーパー等での店頭回収など、市の公用収集以外でのリサイクル収集が

増加したことも要因ではないかと思われます。しかし、可燃ごみや不燃ごみとして排出さ

れたごみの中には、空き缶や空きびん、新聞、雑誌、雑紙、ペットボトルなど、リサイクル

できる資源ごみがまだまだ混入しており、排出者にさらに分別を徹底するよう、啓発活動

を充実させていきます。 

また、可燃ごみの中に、水切りが不十分な生ごみや賞味期限切れ等の「手つかず食品類」

が相当量含まれているため、その減量が課題となっています。広報・啓発活動において、

きめ細かで分かりやすい情報提供に努めていきます。 
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５－２ 環境と経済の好循環の推進 

⑴ 数値目標の達成状況 

 

⑵ 主な取組 

① 環境にやさしい製品の普及と利用促進［環境政策課］ 

島根県では、ごみの減量化・資源化及び再生利用に努めている店舗を「しまねエコシ

ョップ」として認定しています。また、島根発の優れたリサイクル製品を「しまねグリ

ーン製品」に認定し、資源の循環的な利用の促進とリサイクル産業の育成を図っていま

す。市では、これらの店舗と製品の普及・利用を図るため、ホームページ等を活用して

PRを行いました。 

② グリーン購入の推進［環境政策課］ 

市では、市職員の地球温暖化対策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」の中で、グリーン購入の促進を掲げ、すべての機関で取り組んでい

ます。 

目標設定項目
基準年度値
（H23年度）

実績値
（H24年度）

実績値
（H25年度）

中間目標値
（H29年度）

評価

1 「しまねエコショップ」登録店舗数 32店舗 26店舗 29店舗 36店舗 ×

2 「しまねグリーン製品」登録製品数 44製品 46製品 35製品 48製品 ×
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６ ともに学び行動する 環境意識が高いまち 

６－１ 環境学習・環境保全活動の推進 

⑴ 数値目標の達成状況 

 

⑵ 主な取組 

① 斐川環境学習センター［環境政策課］ 

斐川環境学習センター（愛称：アース館）は、地域環境や地球環

境を守り、次世代に引き継いでいくための教育・学習の拠点施設

として、平成 15年 3月に開館しました。環境学習センターでは、

各種環境教室を企画・開催するほか、市民の要望に応じて環境学

習の講師を紹介しています。 

 来館者数 4,117人 

 講座内容 廃油石鹸作り、米袋エコバッグ作り、筍掘り体験、蛍・野鳥の観察会、

エコローソク作り、エココンロ作りなど 

 開催回数 168回 

 受講者数 延べ 1,625人 

② 段ボールコンポストづくりの研修会［環境政策課］ 

7 月 26 日に出雲エネルギーセンターで市内の小学 4 年生親子 20 名を対象に段ボール

コンポストづくりの研修会を行いました。 

③ 学校教育での環境教育の推進［学校教育課］ 

出雲エネルギーセンターなどの廃棄物処理施設を見学してごみ問題について考えたり、

動植物の観察や飼育栽培、身近な河川の水質調査を通じて環境の大切さを学んだりしま

した。また、各学校では、地域の清掃活動や海岸清掃などのボランティア活動に参加し

ました。 

④ こどもエコクラブ［環境政策課］ 

財団法人日本環境協会がサポートする「こどもエコクラブ」に登録した団体の環境学

習に対し、年間 3万円を上限に補助金を交付しました。平成 25年度は、登録 11団体の 

うち申請のあった 7 団体の活動助成を行いました。また、広報いずもやホームページを

通じて、こどもエコクラブへの加入を PRしました。 

目標設定項目
基準年度値
（H23年度）

実績値
（H24年度）

実績値
（H25年度）

中間目標値
（H29年度）

評価

1 斐川環境学習センターの利用者数 3,841人 4,934人 4,117人 4,000人 ○

2 ごみ減量化アドバイザーの派遣回数 83回 115回 56回 100回 ×

3 こどもエコクラブ登録団体数 19団体 14団体 11団体 25団体 ×

4
市主催の環境啓発イベント（ポイ捨て
一掃大作戦、不法投棄パトロールな
ど）の参加者数【再掲】

9,618人 11,331人 12,367人 13,000人 △

5
ISO14001、エコアクション21認証取得
事業所数【再掲】

34事業所 33事業所 49事業所 40事業所 ○

6
エコライフチャレンジしまね（環境家計
簿）登録世帯数【再掲】

884世帯 894世帯 898世帯 1,000世帯 △

7
学校版エコライフチャレンジしまね参
加小中学校割合【再掲】

100% 100% 100% 100% ○

米袋エコバッグ作り

の様子 
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⑤ 出雲市環境保全連合会［環境政策課］ 

出雲市環境保全連合会は、平成 20年 5月に設立され、コミ

ュニティセンター単位に支部が組織されています。平成 25年

度には、斐川地域において 7支部が設立されたことにより、市

内 43地区すべてに支部が組織されました。支部では、道路や

公園等の美化活動のほか、不法投棄等の巡回パトロール、環境

フェアや文化祭等での環境啓発活動など、各地区の状況に応じ

て様々な活動に取り組んでいます。 

 

 

６－２ 環境情報の提供と共有 

⑴ 数値目標の達成状況 

 

⑵ 主な取組 

① 出雲市の環境ポータルサイト『出雲エコなび』［環境政策課］ 

 家庭や事業所で実践できる省エネ・3Rの取組を分かりやすく解説するとともに、出雲

市省エネルギービジョン推進協議会をはじめとした環境団体の活動を幅広く紹介するこ

とで、地域の省エネ・3Rの取組を一層推進することを目的として、環境情報をまとめた

ポータルサイトを運用しています。 

② エコカレンダーの発行［環境政策課］ 

毎日の生活の中で楽しく省エネ・3R活動に取り組んでいただけるよう「2014年エコカ

レンダー」を作成しました。エコカレンダーには、3Rの取組やグリーンカーテンの育て

方、季節に応じた省エネのポイントなど暮らしに役立つ情報を掲載しました。 

 

目標設定項目
基準年度値
（H23年度）

実績値
（H24年度）

実績値
（H25年度）

中間目標値
（H29年度）

評価

1 環境新聞発刊 年6回 年21回 年19回 年30回 △

2
市主催の自然体験事業の参加者数
【再掲】

10,462人 10,882人 11,885人 10,500人 ○

ごみ拾いのボランティア活動 

 

 

 

「出雲エコなび」

のトップページ画

面 
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③ 広報による啓発［環境政策課］ 

広報いずもにごみ減量等に関する啓発記事を年 4 回（8 月号、10 月号、12 月号、2 月

号）掲載しました。 

   ④ 生ごみ減量化イベント［環境政策課］ 

     8 月２日～３日に出雲科学館で開催された「青少年のための科学の祭典」に合わせ、

NPO 法人かえる倶楽部に生ごみ減量化イベントの実施を委託し、来場者に生ごみ減量化

に関する啓発活動を実施しました。 
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Ⅳ 出雲市役所の取組 

 出雲市役所は、行政機関であると同時に、経済活動の主体としての事業者・消費者でもあり

ます。市役所自らが事業者や家庭に先駆け、率先して温暖化対策を実施することが求められて

います。 

そのため、平成 17年 3月に市独自の環境マネジメントシステム「いずもエコシティ・アクシ

ョンプログラム」を策定し、2度の改定を経て、平成 24年度からは、「いずもエコオフィス・ア

クションプログラムⅢ」により、効果的な環境負荷低減をめざした取組を進めています。 

 

１ 平成２５年度の取組結果等 

⑴ 市の事務及び事業から発生する二酸化炭素（CO2）排出量の削減 

ア 数値目標の達成状況 

 

平成 25年度の市の事務事業に伴う二酸化炭素（CO2）排出量は、基準年度（平成 22年度）と比

較すると、8.2%（708t-CO2）の減少となったものの、目標値（10.0%（約 900t-CO2）削減）を達成

することはできませんでした。 

 

イ 二酸化炭素（CO2）排出量の内訳 

 庁舎関係 

 

 公用車関係 

 

  

 ウ 主な取組 

① 冷暖房設備の温度設定管理と室温の適正管理（夏期は 28℃、冬期は 19℃）の徹底に努

めました。 

② 職員のウォームビズ、クールビズ（５月７日～10月 31日）の実践に努めました。 

③ 不要な照明の消灯（昼休み、時間外など）の徹底に努めました。 

④ 職員のエレベーター利用の自粛に努めました。 

⑤ 両面コピーや縮小コピーに努めるとともに、ミスコピー紙や不要になった用紙の裏面

を有効活用し、コピー用紙の削減に努めました。 

⑥ 課ごとに重点取組項目（5項目以上）を設定し、職場単位でのエコオフィスの推進に努

目標設定項目 単位
基準年度値
（H22年度）

実績値
（H23年度）

実績値
（H24年度）

実績値
（H25年度）

目標値
（H33年度）

評価

t-CO2 8,616 9,092 8,858 7,908 7,757

（増減率） (22年度比 5.5%増) (22年度比 2.8%増) (22年度比 △8.2%) (22年度比 △10.0%)
CO2総排出量 △1

目標設定項目 単位
基準年度値
（H22年度）

実績値
（H23年度）

実績値
（H24年度）

実績値
（H25年度）

目標値
（H33年度）

評価

kWh 10,935,200 11,851,786 10,839,907 10,348,200 9,732,300

（増減率） (22年度比 8.4%増) (22年度比 △0.9%) (22年度比 △5.4%) (22年度比 △11.0%)

ℓ 401,200 493,413 592,023 349,500 373,100

（増減率） (22年度比 23.0%増) (22年度比 47.6%増) (22年度比 △12.9%) (22年度比 △7.0%)

ℓ 240,700 198,500 208,954 177,000 228,700

（増減率） (22年度比 △17.5%) (22年度比 △13.2%) (22年度比 △26.5%) (22年度比 △5.0%)

kg 35,500 28,719 28,145 23,144 33,720

（増減率） (22年度比 △19.1%) (22年度比 △20.7%) (22年度比 △34.8%) (22年度比 △5.0%)

㎥ 120,000 101,937 94,270 98,300 105,600

（増減率） (22年度比 △15.1%） (22年度比 △21.4.%） (22年度比 △18.1.%） (22年度比 △12.0%)

kg 19,600 5,088 19,695 21,823 17,640

（増減率） (22年度比 △74.0%) (22年度比 0.5%増) (22年度比 11.3%増) (22年度比 △10.0%)

○

○

×

電気

灯油

A重油

LPG

ごみ排出量

1

都市ガス

3

6

2

4

5

△

〇

○

目標設定項目 単位
基準年度値
（H22年度）

実績値
（H23年度）

実績値
（H24年度）

実績値
（H25年度）

目標値
（H33年度）

評価

ℓ 170,200 174,394 148,288 170,000 153,200

（増減率） (22年度比 2.5%増) (22年度比 △12.9%) (22年度比 △0.1%) (22年度比 △10.0%)

ℓ 10,500 11,826 14,484 13,200 9,980

（増減率） (22年度比 12.6%増) (22年度比 37.9.%増) (22年度比 25.7%増) (22年度比 △5.0%)

1 ガソリン

軽油2

△

×
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めました。 

⑦ 各職場に環境活動推進員をおき、エコオフィス推進の実務研修を行うとともに、課ご

とに職場内研修を実施し、数値目標や取組項目の周知徹底に努めました。 

⑧ 各課における取組状況の確認、評価を行うため、20職場において内部監査を実施しま

した。 

 

エ 課題と今後の方向性 

庁舎の省エネルギー化をさらに進めるため、平成 25年 1月に策定した「出雲市役所本庁

舎における省エネルギー行動計画」に基づき、本庁舎の各種空調設備の運転開始時間をず

らすなど、使用最大電力のピーク時間帯の分散化を図ることとしたほか、空調の温度設定

範囲に制限を加えたり、執務室や会議室等の蛍光灯を間引くなど、全庁挙げた電気使用量

の抑制に引き続き取り組みました。 

    今後も、この行動計画や「いずもエコオフィス・アクションプログラムⅢ」に掲げた取

組の推進に努めます。 

 

⑵ 平成 26年度における「通勤距離 3km未満の市職員のマイカー通勤自粛」の取組 

ア 数値目標の達成状況 

平成 26 年度のノーマイカー通勤率は 51%でした。基準年度（平成 23 年度）に比べると

8％の増ではありますが、前年度（平成 25年度）に対しては、3％減となりました。 

 

イ 主な取組 

① 職員率先行動として、毎月第 3 週を「市職員エコ通勤ウィーク」と定め、徒歩、自転

車、バイク、公共交通機関利用によるエコ通勤を呼びかけています。 

② 「いずもエコオフィス・アクションプログラムⅢ」等に掲げた取組の推進を職員に呼

びかけています。 

 

ウ 課題と今後の方向性 

マイカー通勤の職員も、時には、徒歩や自転車など、マイカー以外の方法で通勤してい

る者がいます。今後は、これらの職員がマイカー以外の方法で通勤する日の割合を増やし

ていくよう、環境の面からばかりでなく、健康や経済面などの多方面から取組を促したい

と考えています。 

 

目標設定項目 単位
基準年度値
（H23年度）

実績値
（H２４年度）

実績値
（H25年度）

実績値
（H26年度）

目標値
（H28年度）

評価

1 ノーマイカー通勤率 % 43% 50% 54% 51% 80% △
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