
 　「日本の滝百選」に認定されている名瀑です。
　うっそうと老樹が繁茂する約1.5ｋｍの清流に変化にとんだ
8つの滝（下流より猿飛滝、滝尻滝、紅葉滝、河鹿滝、姥滝、
姫滝、八塩滝、八汐滝）があり、渓谷美をなしています。
　中でも二段になって落下する八汐滝と八塩滝は水量も豊
富で、とても見事です。
　駐車場から八塩滝まで、遊歩道が整備されており、心地よ
い渓流のせせらぎを聞きながら、散策を楽しむことができます。
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議  会  報  告議  会  報  告議  会  報  告

○雲南広域連合行政不服審査会条例制定の専決処分の承認を求めることに
ついて
　行政不服審査法の全部改正により、第三者機関（行政不服審査会）の組織
及び運営に関し必要な事項を定めました。

○行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関
する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例制定の専決処分の承
認を求めることについて
　行政不服審査法の全部改正及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律によ
り、関係する条例について所要の改正をしました。

○平成28年度雲南広域連合一般会計補正予算（第1号）
　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ11，426千円を増額し、歳入歳出
予算総額はそれぞれ1，248，854千円となりました。

　主な内容
歳入 歳出
・市町負担金の減額� △3，801千円 ・派遣職員人件費の減額� △3，801千円
・コミュニティ助成事業・島根市町村振興センター補助金� 600千円 ・うんなん観光ネットワーク協議会交付金� 200千円
・平成27年度決算に伴う繰越金� 14，623千円 ・雲南防火委員会への助成金� 400千円

・平成27年度決算に伴う構成市町への返還金� 14，383千円

○平成28年度雲南広域連合介護保険特別会計補正予算（第１号）
　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ96，396千円を増額し、歳入歳出
予算の総額はそれぞれ7，701，957千円となりました。

　議決された事項

　平成28年８月25日、平
成28年雲南広域連合８月
定例会を開催しました。
　この議会には次の議案を
提出し、いずれも原案のと
おり可決・認定されました。
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　主な内容
歳入 歳出
・市町村負担金� 1，268千円 ・人件費� 1，268千円
・過年度分介護給付費交付金� 4，833千円 ・介護給付費準備基金積立金� 5，587千円
・平成27年度決算に伴う繰越金� 90，295千円 ・平成27年度決算に伴う国県構成市町等への返還金� 89，537千円

○平成28年度雲南広域連合環境衛生特別会計補正予算（第１号）
　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ26，442千円を増額し、歳入歳出
予算総額はそれぞれ148，142千円となりました。

　主な内容
歳入 歳出
・平成27年度決算に伴う繰越金� 26，442千円 ・平成27年度決算に伴う構成市町への返還金� 26，442千円

○平成28年度雲南広域連合下水道事業特別会計補正予算（第１号）
　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ7，036千円を増額し、歳入歳出予
算総額はそれぞれ1，195，736千円となりました。

　主な内容
歳入 歳出
・平成27年度決算に伴う繰越金� 7，036千円 ・平成27年度決算に伴う構成市町への返還金� 7，036千円

○平成27年度雲南広域連合一般会計歳入歳出決算認定について
　歳入総額が1，237，292千円、歳出総額が1，222，671千円となり、歳入か
ら歳出を差し引いた額は14，621千円となりました。（詳細は４ページを参照）

○平成27年度雲南広域連合介護保険特別会計歳入歳出決算認定について
　歳入総額が7，714，644千円、歳出総額が7，624，347千円となり、歳入か
ら歳出を差し引いた額は90，297千円となりました。（詳細は４ページを参照）

○平成27年度雲南広域連合環境衛生特別会計歳入歳出決算認定について
　歳入総額が151，876千円、歳出総額が125，433千円となり、歳入から歳
出を差し引いた額は26，443千円となりました。（詳細は５ページを参照）

○平成27年度雲南広域連合下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について
　汚泥共同処理施設整備事業に係る経費、121，700千円を平成27年度から
平成28年度予算へ繰越ました。（詳細は５ページを参照）

○平成27年度雲南広域連合下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書
事業名 翌年度繰越額
汚泥共同処理施設整備事業 121，700千円

○平成27年度資金不足比率の報告について
　下水道事業特別会計における資金不足がないことから資金不足比率も算出
されないことを報告しました。



平成27年度
雲南広域連合歳入歳出決算の概要について

平成27年度
雲南広域連合歳入歳出決算の概要について
一般会計

〇歳入
　主な歳入は市町負担金等が最も多く、1,170,950
千円で歳入全体の約95％を占めています。その
他、広域連合債が5,600千円（0.5％）、財産収入
が12,818千円（1.0％）、繰越金が18,822千円
（1.5％）でした。

〇歳出
１．総務費（74，139千円）の主な内容
　主な歳出は、庁舎管理費や特別職等の人件費と
なりました。
　また、尾道松江線全線開通後、広島県をはじめ、
福山・尾道・三原方面で観光ＰＲを行い、広域的
振興事業の推進に努めました。

２．消防費（973，275千円）の主な内容
　主な歳出は高規格救急自動車整備事業、県防災
情報ネットワークシステム再整備事業、消防庁舎
整備事業を行いました。

介護保険特別会計

〇歳入
　主な歳入は65歳以上の方が納める第１号保険
料と40歳から64歳までの方が納める第２号保険
料（支払基金交付金として交付される）、国・県
からの支出金、市町負担金で占められています。

〇歳出
　歳出の大部分は、要介護・要支援認定を受けて
サービスを利用されたとき、費用額の９割を介護
保険で負担する「保険給付費」で、歳出全体の約
93％を占めています。その他、地域支援事業を
各構成市町へ委託した費用や事務費などです。

広域連合債
5,600（0.45%）

財産収入 12,818（1.04%）

繰越金 18,822（1.52%）

繰入金 2,376（0.19%）
国庫支出金 18,110（1.46%）

諸収入 3,449（0.29%）

使用料及び手数料
1,395（0.11%）

県支出金 3,772（0.30%）

分担金及び負担金
1,170,950（94.64%）

歳入総額　1,237,292千円歳入総額　1,237,292千円

歳出総額　1,222,671千円歳出総額　1,222,671千円

保険料
（第１号被保険者保険料）
1,334,402（17.30%）

市町負担金
1,106,495
（14.34%）

使用料及び手数料 52（0.00%）

国庫支出金
1,981,286（25.68%）

県支出金
1,104,329（14.31%）

財産収入 190（0.00%）

繰入金 9,561（0.12%）

諸収入 1,374（0.03%）

繰越金 171,789（2.23%）

支払基金交付金
（第2号被保険者保険料）
2,005,166（25.99%）

支払基金交付金
（第2号被保険者保険料）
2,005,166（25.99%）

歳入総額　7,714,644千円歳入総額　7,714,644千円

総務費　74,139千円の内訳総務費　74,139千円の内訳

保険給付費
7,049,544（92.46%）

基金積立金
51,902（0.68%）

地域支援事業費
217,409（2.85%）

諸支出金 120,454（1.58%）
公債費 0（0.00%）

予備費 0（0.00%）
総務費
185,038（2.43%）

歳出総額　7,624,347千円歳出総額　7,624,347千円

議会費 1,090（0.09%）
総務費 74,139（6.06%）

諸支出金
16,615（1.37%）

消防費
973,275（79.60%）

公課費
147,991（12.10%）

民生費
9,561（0.78%）

一般管理費
39,097（52.74%）

文書広報費 1,900（2.56%）

会計管理費 218（0.29%）

財産管理費
13,093（17.66%）

企画費
15,725（21.21%）

事務所移転費
3,964（5.35%）

選挙管理委員会費
66（0.09%）

監査委員費 76（0.10%）
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環境衛生事業特別会計

〇歳入
　主な歳入は市町負担金で、歳入全体の約73％
を占めています。
　その他の歳入は、収集運搬業者から納付された
処理使用料、前年度からの繰越金、そして諸収入
です。この諸収入は、松江市から納付されたし尿
処理事業受託料（宍道町分）と汚泥肥料「ゆうき
雲南」の売上金などです。

〇歳出
　主な歳出は衛生費で、歳出全体の約77％を占
めています。この衛生費は、し尿汚泥処理に要し
た経費（電気代・薬品代・機器整備修繕代など）、
です。
　その他の歳出は、人件費などの総務費、起債の
償還金、そして市町負担金の精算返還金です。

下水道事業特別会計

〇歳入
　雲南圏域の下水汚泥の他、し尿、浄化槽汚泥、
農業集落排水汚泥等も一体的に処理するための
「雲南クリーンセンター」を建設するための財源
です。

〇歳出
　汚泥共同処理施設「雲南クリーンセンター」の
建設に要する経費です。
　平成25年度から平成28年度にかけての４ヵ年
の建設計画で整備を進めています。新しい施設は、
現在の環境省所管のし尿処理施設から転換し、国
土交通省所管の下水道施設として整備することと
し、圏域全体からの下水汚泥のほか、し尿、浄化
槽汚泥、農業集落排水汚泥についても一体的に処
理を行う施設となります。

〇資金不足比率
　公営企業の経営状況を表す指標に資金不足比率
がありますが、平成27年度下水道事業特別会計
については算出されませんでした。

使用料及び手数料
24,003（15.80%）

繰越金
10,924（7.19%）

諸収入
6,305（4.16%）

分担金及び負担金
110,643（72.85%）

歳入総額　151,876千円歳入総額　151,876千円

分担金及び負担金
172,016（24.40%）

国庫支出金
363,500（51.50%）

広域連合債
166,900
（23.60%）

繰越金
190（0.00%）

県支出金
80（0.00%） 財産収入

2,695（0.40%）
諸収入
884（0.10%）

歳入総額　706,265千円歳入総額　706,265千円

総務費
3,056（2.44%）

衛生費
96,062（76.58%）

公債費
15,391（12.27%）

諸支出金
10,924（8.71%）

歳出総額　125,433千円歳出総額　125,433千円

下水道費
698.785（99.94%）

諸支出金
191（0.02%）

公債費
253（0.04%）

歳出総額　699,229千円歳出総額　699,229千円
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平成27年度の介護保険状況について
お知らせします。
　雲南地域の平成27年度の介護保険の状況を、平成24年度から平成26年度までの実績と比較しな
がらみていきます。
　雲南広域連合では、近年の状況を踏まえながら必要な見直し等の措置を行い、今後も安心して介
護サービスが利用できるように努めます。

　第１号被保険者数（月平均）の推移は、
平成24年度以降、全体的に増加しており、
特に65歳以上75歳未満の方について、
平成27年度は8,872人と平成24年度（３
年前）に比べて1,061人増えています。
　しかし、第１号被保険者のうち75歳以
上の方の占める割合は、平成24年度から
４年続けてわずかに減少しています。

①第１号被保険者（65歳以上の
方）数の状況

②第１号被保険者（65歳以上の
方）の要介護（支援）認定状況

③介護サービスの給付状況

　各年度の要介護（支援）認定者数（月
平均）の推移は、年々増加しています。
特に、75歳以上の方について、平成27
年度は3,921人と、平成24年度（３年前）
に比べ、318人増となっています。

　このグラフは、介護給付費を地域密着
型サービス、居宅サービス、施設サービ
スの３つに分類し、平成24年度から平成
27年度までを比較したものです。
　全体的に給付費は年々高くなっていま
す。サービスごとにみると平成26年度以
降に比べ、居宅サービスが減少し、施設
サービスが増加しています。これは、施
設が増えたこと等が要因として考えられ
ます。

7,811 8,1468,146 8,5658,565 8,872

13,441 13,417 13,279 13,144
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11,000

13,000

15,000

Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27

第１号被保険者数の推移（月平均）

65歳以上75歳未満 75歳以上

（人）

273 275 292 289

3,603 3,7813,781 3,8523,852 3,921

0

1,000

2,000

3,000

4,000

H24 H25 H26 H27

要介護（支援）認定者数の推移（月平均）

65歳以上75歳未満 75歳以上

（人）

71,482
83,35083,350 93,652 93,537

199,580 204,254 207,941 202,744

245,688 241,913241,913 238,285238,285 244,251

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27

介護給付費の推移（月平均）

地域密着型サービス 居宅サービス 施設サービス

（千円）

※各年間の月平均数値
※特定入所者介護サービス費、高額サービス費（医療・介護合算高額含む）、審査支払手数料、市町村特別給付は含まない。
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Ｑ
Ａ

介護保険料は何歳から納めるのですか？

介護保険料は40歳になられた月から納めていただくことになります。しかし、誕
生日が１日の方は、前月から資格を取得しますので、保険料も前月から納めていた
だくことになります。40歳から64歳までの方は、第２号被保険者といい、加入し

Ｑ

Ｑ

Ｑ

Ａ

Ａ

Ａ

先日65歳になりました。65歳になると介護保険料は年金から天
引きされると聞いていましたが、先ごろ納付書が届きました。な
ぜですか？

保険料額は収入によって違うのですか？

口座振替はどこで手続きをすればよいのですか？

新たに65歳になられた方は、すぐに介護保険料を年金から天引き（特別徴収）す
ることはできません。年金から介護保険料を天引きするためには以下の条件を満た
す必要があります。

雲南地域では、29年度までは基準額（第５段階）を月額5,400円として、前年の
収入と当該年度の本人と世帯員の住民税の課税状況をみて１段階から10段階まで
の保険料額に算定します。

ご本人やご家族が下記の金融機関の口座をお持ちの場合、金融機関の窓口で手続き
ができます。
　○山陰合同銀行全店　　　○島根県農業協同組合全支店　○しまね信用金庫雲南内の支店
　○島根銀行雲南内の支店　○中国労働金庫雲南支店　　　○ゆうちょ銀行全国の支店

　①偶数月の初日の時点ですでに65歳になっていること
　②偶数月の初日ですでに年金の受け取りを始めていること
　③年金の年額が18万円を超えていること（老齢福祉年金を除く）
　以上の条件を満たしますと、その半年後から年金天引きに自動的に切り替わります。それ
までは、お手数ですが普通徴収で（納付書による納付か口座振替により）納付していただき
ます。

ておられる会社の健康保険や国民健康保険などの医療保険料と一緒に納めていただきます。
　また65歳以上の方は、第１号被保険者といい、介護保険者（雲南広域連合）に直接納め
ていただきます。
　なお、介護保険の財源の半分がみなさんに納付していただく保険料によって賄われていま
す。
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　８月２日（火）「第29回少年消防クラブ員研
修会」を、一般社団法人島根県消防設備協会の
共催により開催しました。
　今回の研修には管内25クラブ、185名の参
加がありました。　　
　参加したクラブ員は、他の小学校のクラブ員
や消防職員との交流により、消防への関心を深
めるとともに、命の大切さ、友達のすばらしさ
等を学び消防署を後にしました。

掛合小学校６年生　吾
あ

郷
ごう

 愛
かな

羽
う

さん のコメント

　８月２日に雲南消防署に行き、少年消防クラブ員研修会に参加しました。
　非常持ち出し品クイズでは、「これはいらないだろう。」と思っていたグッズがあっ
たことに驚きました。いざという時のために備蓄品の点検や確保をすることが必要だ
と感じました。
　煙体験は、実際の火事の時には前が見えないと焦るし、苦しいので落ち着いて誘導
に従うべきだと感じました。
　人の命に係わる仕事は本当に大変だということを感じました。でも、私も人の命に
携わる仕事をしてみたいと改めて思いました。 
　１日お世話になった消防署のみなさん、ありがとうございました。

　７月30日（土）「第68回島根県消防大会」が、
出雲市の大社文化プレイスうらら館において開催さ
れ、下記の３団体が避難訓練や防火・救急法講習会
など日頃の積極的な活動が認められ、島根県消防表
彰を受賞されました。

開会式 地震体験 出雲空港消防隊見学

第29回 少年消防クラブ員研修会

【幼年消防クラブ】
横田幼児園幼年消防クラブ（奥出雲町）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【少年消防クラブ】
西小学校少年消防クラブ（雲南市）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【防火クラブ】
前廻田シルバー防火クラブ（雲南市）

平成28年度 
島根県消防表彰受賞

前廻田シルバー防火クラブ 西小学校少年消防クラブ 横田幼児園幼年消防クラブ
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　８月24日（水）松山市で「第45回全国消防救助技術
大会」が開催されました。この大会のはしご登はんの部
に、雲南消防本部から石飛雄士隊員が中国地区代表とし
て出場しました。
　はしご登はんは、命綱を作成したのち、垂直はしご
15ｍを登はんする競技種目で、石飛隊員は日頃の訓練
の成果を発揮し、堂々と競技して入賞しました。

　７月31日（日）「第60回島根県消防操法大会」が、出雲市立斐川西中学校において開催されました。
　この大会は、消防団員の技術の向上や地域防災力の強化を図ることを目的として毎年開催されて
おります。
　雲南消防本部管内からは、「ポンプ車の部」に２隊、「小型ポンプの部」に４隊が出場しました。「ポ

　９月９日を含む１週間（９月４日～10日）を「救急医療週間」
として救急医療の普及、啓発活動が全国一斉に展開されました。
　雲南消防本部では広報紙の配布、救急法講習会、告知放送などを
行い住民へ救急業務の理解と、応急手当の普及啓発に努めました。
　また、「救急現場における感染防止対策」をテーマに、雲南市
立病院看護師の茂富良太氏を講師として講演会を開催し、救急隊
員の知識の向上を図りました。

ンプ車の部」で奥出雲町消防団布勢分団が準優
勝したほか、雲南市消防団加茂方面隊が５位入
賞、「小型ポンプの部」で飯南町消防団第4分団
が4位入賞しました。
　また、今年は第60回の記念大会であり、奥出
雲町消防団三成分団と亀嵩分団が合同で部隊訓
練を披露しました。この訓練は、厳正な規律と
迅速かつ的確な秩序ある消防活動の基礎であり、
消防団員の意識高揚が図られました。

石飛隊員

準優勝した布勢分団出場隊

９月９日 は「救急の日」

第45回 全国消防救助技術大会第45回 全国消防救助技術大会

第60回 島根県消防操法大会第60回 島根県消防操法大会
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緊急消防援助隊合同訓練
　10月29日（土）～30日（日）
開催場所：鳥取県　鳥取市、倉吉市（メイン会場）、米子市
　緊急消防援助隊合同訓練は、中国・四国ブロックの各消防本
部が集まり、大規模災害活動時における緊急消防援助隊の技術
及び連携活動能力の向上を目的に毎年１回開催しています。
※緊急消防援助隊は、阪神・淡路大震災を教訓に、全国の消
防機関による応援を速やかに実施するため、平成７年に創
設されました。

秋の全国火災予防運動
　11月９日（水）～11月15日（火）
　この運動は、火災が発生しやすい季節を迎えるにあたり、毎年
11月９日から11月15日までの間、実施されます。
　この運動期間中は、住民の皆さまに火災予防を広く呼びかけ、尊い
命や財産を守ることを目指し、様々な行事や取り組みを展開します。

文化財防火デー　平成29年１月26日（木）
　この時期、雲南市・奥出雲町・飯南町にある文化財に指定されている建
物等に対し、防火指導や火災想定訓練を実施します。
※文化財防火デーは、昭和24年１月26日に世界最古の木造建造物であ
る法隆寺（奈良県斑鳩町）の金堂が炎上し壁画が焼損したことにより、
文化財愛護に関する意識の高揚を目的に制定されました。

日　　　時　10月1９日（水）～２0日（木）
　　　　　　講習は２日間で、両日とも９時00分～16時00分
開 催 場 所　雲南市木次町里方1100番地６　雲南消防本部　３階会議室
受講申込み　　所定の申込用紙に記入の上、雲南消防本部予防課、雲南消防署、奥出雲消防署又は

飯南消防署へ申し込んでください。
　なお、講習の定員は６５名ですので、定員になり次第締切らせていただきます。
※申込書は、雲南消防本部ホームページ http://www.unnan119.jp からダウンロードできます。

受　講　料　４, ５００円（講習用テキスト代、諸経費等）
講習会当日、受付時に現金にて納付してください。

問　合　先　雲南消防本部　予防課　☎0854‒40‒013９

甲種防火管理資格取得講習会開催のお知らせ

雲南消防本部　今後の主な行事
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上半期の火災・救急・救助統計
火災出動 20件 前年同期　30件

救急出場 1092件
（内管外へ１件出動）

前年同期　1121件

救助出動 25件
（内県外へ１件出動）

前年同期　29件

出動件数　　　　　
平成28年１月１日
～６月30日

急病
77

（45.8％）

転院搬送
49

（29.1％）

一般負傷
26

（15.5％）

一般負傷
26

（15.5％）

交通　10
（6.0％）

労働災害　2
（1.2％）

自損行為　3
（1.8％）

運動競技　1
（0.6％）

168
件

急病
124

（48.6％）

転院搬送
77

（30.2％）

一般負傷
31

（12.2％）

一般負傷
31

（12.2％）

交通　10
（3.9％）

労働災害　8
（3.1％）

自損行為　1
（0.4％）

運動競技　3
（1.2％）

火災　1
（0.4％）

255
件

急病
434

（65.0％）

転院搬送
65

（9.7％）

転院搬送
65

（9.7％）

一般負傷
85

（12.7％）

一般負傷
85

（12.7％）

交通
53

（7.9％）

交通
53

（7.9％）

労働災害　7
（1.0％）

自損行為　10
（1.6％）

運動競技　5
（0.8％）

火災　3
（0.4％）

その他　6
（0.9％）

668
件

建物
9

車両
1

車両
1

その他
1

その他
1

11
件雲 

南 

市

雲 

南 

市

雲 

南 

市

飯 

南 

町

飯 

南 

町

飯 

南 

町

奥
出
雲
町

奥
出
雲
町

奥
出
雲
町

建物
1

林野
1

林野
1

その他
1

3
件 建物

4

林野
1

その他
1

6
件

交通
16

その他
2

その他
2

18
件

2
件

その他
2

交通
2

その他
2

4
件

平成28年度　全国統一防火標語
消しましょう　その火その時　その場所で
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●職員数の状況（各年度4月1日現在）

区　　分 一般行政職員 消防職員 合　　　計
平成27年度 1人 108人 109人
平成26年度 1人 108人 109人
増　　　減 0人 0人 0人

●人件費の状況（平成27年度決算額）　　

区　　分 歳出額（Ａ） 人件費（Ｂ） 人件費比率
（B/A）

平成27年度 96億7,168万円 9億5,848万円 9.9%

●職員給与費の状況（平成27年度決算額）

区　分 職員数
給　　与　　費 一人当たり

給与費給　料 職員手当 期末・勤勉手当 計
平成27年度  109人 4億183万円 1億1,094万円 1億5,383万円 6億6,659万円 612万円
（注）「職員手当」とは、扶養手当、通勤手当、時間外勤務手当、管理職手当などの諸手当で退職手当は含まない。

●職員の平均給料月額、平均年齢の状況
（平成27年4月1日現在）

平均給料月額 平均年齢

307,700円 39歳3月

（注）平成27年度地方公務員給与実態調査に基づく

●職員の初任給の状況（平成27年4月1日現在）

区 分 採用職種 雲南広域連合 国

一般行政職
大学卒 173,329円

(174,200円) 174,200円

高校卒 141,390円
(142,100円) 142,100円

公　安　職
大学卒 ― 202,300円

高校卒 159,499円
(160,300円) 163,800円

※雲南広域連合における括弧書きは、給与の特例に関する条例による措置がな
いとした場合の値

●職員手当の状況
①期末・勤勉手当（平成27年4月1日現在）

区　　分
雲南広域連合 国

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

支給割合 2.55月 1.5月 2.6月 1.5月

加算措置 役職加算　5～15％ 役職加算　5～20％
管理職加算10～25％

②退職手当（平成27年4月1日現在）

区　　分
雲南広域連合 国

自己都合 定年・勧奨 自己都合 定年・勧奨
勤続20年 20.445月 25.55625月 20.445月 25.55625月
勤続25年 29.145月 34.5825月 29.145月 34.5825月
勤続35年 41.325月 49.59月 41.325月 49.59月
最 高 限 度 49.59月 49.59月 49.59月 49.59月

③扶養手当（平成27年4月1日現在）

区　　　分 雲　　南
広域連合 国

配偶者 13,000円 13,000円
配偶者以外の扶養親族 6,500円 6,500円
配偶者のない場合の１人 11,000円 11,000円
満16歳の年度始めから満22歳の年度
末までの子に対する加算額（１人につき） 5,000円 5,000円

④住居手当（平成27年4月1日現在）

貸　家
居住者

月額12,000円を超える家賃を支払っている
者に対して27,000円を限度に支給

⑤通勤手当（平成27年4月1日現在）

交通機関
利 用 者 運賃相当額を支給（限度額　55,000円）

交通用具
利 用 者

自動車等を利用して2km以上通勤する職員
に支給（限度額　25,000円）

⑥特殊勤務手当
種　　　類 内　　　容

夜間特殊業務手当 正規の勤務時間として午後10時から翌日5時までの間に通信業務に従事した際、勤務１回につ
き400円支給

救急出場手当
救急業務のため出場した消防職員に、出場1回につき200円支給
救急救命士法施行規則に規定する救急救命処置のいずれかを行った救急救命士については、
300円を加算

☆平成27年４月１日から基本給を
0.5% ～2.0％減額支給しています。

雲南広域連合の給与・定員管理等について（概要版）雲南広域連合の給与・定員管理等について（概要版）



13

平成28年10月１日（土）～平成29年２月28日（火）
うんなんエリア（雲南市・奥出雲町・飯南町）の
14温泉施設と道の駅８施設

参加方法参加方法

★ポスター、のぼりのあるお店に応募用紙があります。
集めたビンゴの数によって、豪華賞品が抽選で当たります。

うんなんうんなんスタンプラリースタンプラリー
道の駅・温泉めぐり道の駅・温泉めぐり

　　 うんなんエリアのス
　　 タンプラリー参加店
で、温泉施設での入浴、道
の駅での食事・買い物のい
ずれかをすると、それぞれ
でスタンプを１個押しても
らえます。

　　
スタンプを集めて、
1列以上のビンゴ

を達成してください。

　  1列以上のビンゴが達成したら
　  アンケート＆スタンプ用紙の必
要事項を記入し、道の駅・温泉施
設・ガソリンスタンド（（株）西日本宇
佐美（6店舗））に置いてある「応募箱」
に投函いただくか、郵送で応募し
てください。

三原市（人口96,205人）では、真冬の2月に30万人が参加する神明市があります。歴史ある
多くの祭で賑わう半面、合併により空港の町という新しい一面を迎えた三原市の魅力と集客
力・・・今回の研修では秘訣と取組について、三原市神明市協賛会の会長である延里尚志氏を
招き存分に語っていただきます。

お問合せ先 : 雲南広域連合　〒699-1311 雲南市木次町里方1100-6
　　　　　　　　　　　　　☎ ： 0854-47-7341　FAX ： 0854-42-1911

主催 ： 雲南広域連合　　共催 ： うんなん観光ネットワーク協議会

講演会
参加費無料

観光地 づくり研修会観光地 づくり研修会観光地 づくり研修会

申込締切
10月７日（金）

開演　10月13日（木）　午後３時～５時
講演　「築城450年と祭りのまち三原」
講師　三原神明市協賛会 会長　延里尚志 氏
会場　サンワーク木次
　　　  （雲南市木次町木次952-29　おろち湯ったり館隣り）

のぶ さと ひさ し
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201620162016イベント情報イベント情報イベント情報 時

入

問

時間

入場料･参加料

お問い合せ

参

日 火 水

10
木 金 土

7
14
21
28

2
9
16
23
30

1
8
15
22
29

3
10
17
24
31

5
12
19
26

6
13
20
27

月

体育の日

4
11
18
25

14

銀山街道ウォーキング in 飯南
道の駅赤来高原隣の駐車場（旧
町民グラウンド）
銀山街道をガイドの案内で訪ね歩き
ます。昼食も準備してあります。

10月2日（日） 飯南町

時 9 時～

時①ふたりの桃源郷
　10:00～、16:30～ 
②銀河鉄道の夜　13:30～

参 1,500円
問 赤名地域まちづくり連絡会（赤名

公民館内）☎ 0854-76-3100

第２５回しまね映画祭2016in雲南
10月8日（土）
チェリヴァホール 2階ホール
今年のテーマ映画「ふたりの桃源郷」
と木次線開業100周年を記念し「銀
河鉄道の夜」を上映！

問

第34回掛合町ふるさとまつり
10月9日（日） 雲南市掛合町

掛合中学校グラウンド周辺
町民体育大会にあわせて、掛合太鼓
やむかで駅伝などが行われる秋の一
大イベントです。
問掛合町ふるさとまつり実行委員

会事務局（雲南市掛合総合セン
ター内）☎ 0854-62-0300

チェリヴァホール
☎ 0854-42-1155

時 10/15(土）①15:30～　②19:30～
10/16(日）①11:30～　②15:30～

10月15日（土）・16日（日） 雲南市木次町

チェリヴァホール２階ホール
劇団ハタチ族第７回本公演「レ、レ、レ、狂詩曲」

昨年365日公演に挑戦した、劇団ハタチ族が刻む
社会派青春グラフティー !?

入一般2,500円(当日2,800円）、学生800円(当日
1,000円）、中学生以下500円（当日とも)　
※未就学児入場不可　※ペアチケット4,000円

（各回15セット限定・チェリヴァホールのみ取扱い）
問 劇団ハタチ族 ☎ 090-8606-7652

第27回うしおまつり
10月23日（日）雲南市大東町

海潮中学校
芸能発表、福祉バザー、珍品逸品、テ
ント村での野菜市や焼肉など、お
楽しみくださ
い。

問海潮地区振
興会（海潮
交流センタ
ー内）
☎ 0854-43-2705

時８時～

時 10時～

時 10時～

中山間フェア in い～なん
10月22日（土） 飯南町

島根県中山間地域研究センター
中山間地域研究センターを知りたい
方にはオススメ。当日は飯南町のお
いしいものが山盛。

問中山間地域研究センター
☎ 0854-76-3809

10月16日（日）雲南市大東町

雲南市木次町

第34回大東よいとこ祭
大東地域交流センター
よいとこ戦隊ダ
イトレンジャー
ショーなどのス
テージ、50店を
数えるテント村、
文化展など。

問雲南市大東総合センター自治振
興課 ☎ 0854-43-8168

入【前売・全席自由】
一般前売1,300円、会員1,000
円、シニア・小中高・障がい者手
帳保持者500円（当日は各200
円増）ペア1,500 円 (会員限定） 
※チェリヴァ２作品目は一般・
会員800円、シニア小中高・障
がい者手帳保持者300円

熱響ＵＮＮＡＮプレミアムコンサート 
仲道郁代・森麻季デュオコンサート
加茂文化ホール・ラメール大ホール
クラシック界を代表するピアニスト
とソプラノ歌手の夢の競演をお楽し
みください！

10月10日（祝・月）

時 14時～
入 一般3,000円、高校生以下1,500

円（当日500円増）
雲南市加茂文化ホールラメール
☎ 0854-49-8500

雲南市

問

雲南市
東三瓶フラワーバレー

第26回コスモス祭

10月9日（日） 飯南町

志津見地内イベント広場
咲き誇るコスモス畑の中ヤマメのつ
かみ取りなどのイベント盛りだくさ
ん。テント市も◎
問 飯南町地域振興課 ☎ 0854-76-2864

時 10時～

森　麻季
©Yuji  Hori

© 山口放送

仲道郁代
©Kiyotaka  Saito
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10月23日（日） 雲南市木次町
第34回きすきがっしょ祭り
木次体育館周辺
ステージイベントにテント市、がっしょ
マンレースが復活し、盛り上がる事間違
いなし !! 時 10時～
問 きすきがっしょ祭り実行委員会事務局（雲南市木次

総合センター自治振興課内） ☎0854-40-1080

第4回加茂よっといで祭り
10月23日（日） 雲南市加茂町

雲南市加茂健康福祉センターかもてらす
ステージイベント、よっといでマルシェ（出
店）、作品展示などの催しを開催します。
時 10時～
問加茂よっといで祭り実行委員会事務

局（雲南市加茂総合センター自治振
興課内）☎ 0854-49-8601

第12回ななかまどフェスタ
吉田総合センター・吉田交流センター周辺
山里で華開く「おいしさ」と「愉し
さ」の祭典！吉田の秋のイベントに
みんな集まれ！

10月30日（日）雲南市吉田町

時 9時30分～
問第12回ななかまどフェスタ実

行委員会事務局（雲南市吉田総
合センター自治振興課内）
☎ 0854-74-0211

清久山清久山登山
10月30日（日） 雲南市大東町

標高565ｍ一等三角点がある山で、頂上
からの眺望は抜群です。駐車場から頂上
まで約２㎞ですが、なかなかの勾配です
ので、頂上まで約１時間かかります。登
りがいのある山ですので、ぜひ一度登っ
てみてください。

問 阿用地区振興協議会（阿用交流セン
ター内）☎ 0854-43-2811

時 10時～

問山王寺本郷棚田実行委員会
☎ 0854-43-5849

山王寺本郷棚田
山王寺棚田祭り
10月30日（日）雲南市大東町

日本の棚田百選を望み、神楽やもち
つきを楽しんだり、おいしい棚田米
や新鮮な野菜の販売など沢山の催し
がいっぱいです。
時 9時～

問

奥出雲そば街道・2016 新そばまつり
奥出雲町横田地域そば店舖
収穫したばかりのそば粉を使った新そ
ばを提供。年に一度の旬の味を堪能し
てください。

奥出雲町役場農業振興課
☎ 0854-54-2513

10月下旬～11月中旬 奥出雲町

ふれあい丸倉山健康登山
10月30日（日）

大東町幡屋丸倉山登山口集合
毎年大勢の参加者があります。ぜひ、
ご参加ください。

問幡屋地区振興会（幡屋交流セン
ター内）☎ 0854-43-2800

時 10時～

雲南市大東町

時 9時～
問 みとやっこまつり実行委員会事務

局（雲南市三刀屋総合センター自
治振興課内）☎ 0854-45-2111

第37回みと
やっこまつり

10月23日（日）雲南市三刀屋町

三刀屋文化体
育館アスパル
梅が香音頭踊り、
ステ―ジイべン
ト、文化作品展、
特産品販売など。　

問久野地区振興会（久野交流セン
ター内）☎ 0854-47-0040

かみくの桃源郷
第23回桃源郷まつり
10月30日（日）雲南市大東町

秋の日を久野で満喫！イベント・文
化展・飲食・農産物販売各コーナー
があります。
時 9時30分～
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月
文化の日

勤労感謝の日

奥出雲サイクリング2016
10月23日（日）奥出雲町

尾原ダム　さくらおろち湖自転
車競技施設
３コースから選べ、ゴール後に焼肉
や仁多米おにぎりなどの昼食をご用
意しております！

参大人4,000円・小学生1,000円
時競技開始　10時～

問 奥出雲サイクリング実行委員会（奥
出雲町商工会内）☎ 0854-54-0158

16

11月6日（日）
第30回春殖地区ふれあい祭り
西小学校
「大きな夢　心のふれあい」をテー
マに親子で春殖フレンドパーク、農
林産物品評会・即売会を開催します。

問 春殖地区振興協議会（春殖交流
センター内）☎ 0854-43-2709

時 9時～16時

雲南市大東町

文化展、テント村、芸能フェスティ
バルなど佐世ならではの楽しさいっ
ぱいのイベント。
時 9時～16時

第 7 回佐世げんき祭り
11月6日（日）雲南市大東町

佐世交流センター

問 佐世地区振興協議会
☎ 0854-43-2110

阿用交流センター

時 9時～

幡屋地区文化祭
幡屋交流センター周辺及び体育館周辺
幡屋地区民による手作りの文化祭。
多彩な催しがいっぱい！

問幡屋地区振興会（幡屋交流セン
ター内）☎ 0854-43-2709

11月19日（土）・20日（日）
雲南市大東町

1月下旬～2月上旬
カキまつり 道の駅「掛合の里」
呉市音戸町直送の新鮮なカキを販売。その他物産品販売や食
品の出店もあります。
問 掛合町ふるさとまつり実行委員会事務局（雲南市掛合総合セン

ター内）☎ 0854-62-0300

雲南市掛合町

塩田地区民みんなが参加するお祭り
です。塩太鼓の演奏があります。

日本を代表する大指揮者外山雄三を迎
え、オーケストラの名曲を演奏します。

時 10時～

時 14時～

塩田地区ふれあい祭

宝くじ文化公演   外山雄三指揮 
大阪交響楽団コンサート

11月6日（日）

11月13日（日）

雲南市大東町

雲南市加茂町

旧塩田小学校体育館

加茂文化ホールラメール大ホール

問塩田地区振興会（塩田交流セン
ター内）☎ 0854-47-0033

問加茂文化ホールラメール
☎ 0854-49-8500

入 一般3,000円、高校生以下1,500円 
（当日500円増）

11月6日（日）
UNNANアートスタート2016
栗コーダーカルテット＆ビューティ
フルハミングバードコンサート
チェリヴァホール
ＮＨＫＥテレ「ピタゴラスイッチ」
のテーマでおなじみの栗コーダーカ
ルテットが島根初公演！

問 UNNAN アートスタート実行委
員会（チェリヴァホール内）
☎ 0854-42-1155

時 14時～15時
入一般1,500円（当日2,000円）

子ども500円 
※2歳以下無料　全席自由

雲南市木次町

11月３日（祝・木）
大出日山登山
雲南市大東町小河内（引那岐公
会所前出発）
大出日山から秋の眺めをお楽しみく
ださい。おにぎりとみそ汁のサービ
スもあります。

問宮川浩二 ☎ 0854-43-5436
時 10時～

雲南市大東町
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12月23日（祝・金）奥出雲町
三井野原スキー場開き
奥出雲町八川
スキー客の安全を祈願して神事が執
り行われます。なだらかな斜面で
ファミリー・初心者にぴったり。

雪原にゆらめく 1,400個のスノー
キャンドル。暖か
で幻想的な世界は
一見の価値あり。

問

時 9時30分～

11月20日（日）雲南市大東町
北村そば祭り
北村ふれあい交流館
100％地元産、香りとコシが自慢の新
そばをお召し上がりください。持ち帰
り用生そば、野菜等の販売も行います。

問イベント担当者　藤原充男
☎ 090-8711-3463

奥出雲町役場観光推進課
☎ 0854-54-2504

野菜の展示・販売。
中野神楽や須所神楽
も登場。お餅・手作
りこんにゃくなども
販売。
時 10時～14時

収穫感謝フェスタ
11月20日（日）

旧中野小学校

問 中野交流センター
 ☎ 0854-45-2795

雲南市三刀屋町

時 9 時～

11月20日（日） 雲南市大東町
第24回アヨまつり 阿用交流センター
地元産手打ち蕎麦、新鮮野菜、おでん、
焼き鳥などの出店や唄あり踊りありの出
し物で楽しいお祭りです。

問 阿用地区振興協議会（阿用交流セン
ター内）☎ 0854-43-2811

1月29日（日）
磯部周平♩クラリネットな音楽会♩
加茂文化ホールラメール大ホール

問加茂文化ホールラメール
☎ 0854-49-8500

雲南市加茂町

1月28日（土）
い～にゃん雪あり月「みんなで
作って灯そうスノーキャンドル」
道の駅頓原　山村広場周辺

問 い～にゃん雪あり月実行委員会（頓
原公民館内）☎ 0854-72-0980

飯南町

時開　始：15時～
点灯式：17時～

11月20日（日）

奥出雲町立町民体育館
結成25周年を迎える仁多乃炎太鼓のダ
イナミックな演奏と子どもたちのかわい
い演奏をお聞きください。

問どんどん奥出雲実行委員会
☎ 090-2290-5902

時 13時～

奥出雲町
どんどん奥出雲

1月21日（土）
1月22日（日）

チェリヴァシアター「エノケ
ンの頑張り戦術」「ジャンケ
ン娘」ほか２作品
チェリヴァホール２階ホール
懐かしの映画４作品を上映！歌と笑
いと夢にあふれた歌謡映画の決定版
をお届けします。

入各日500円

自慢のそりと仮装・パフォーマンス
で会場を沸かせよう！総合優勝は奥
出雲和牛も！

2月11日（土）
琴引プレミアムカップ　超そり
大会 琴引フォレストパーク

問琴引フォレストパークそり大会
事務局 ☎ 0854-72-1021

飯南町

時 9時30分～

時 13時30分 開場・14時 開演

参小学生：1,000円、中学生：1,500円 
団体：2,000円

時 ①10:30②15:00③10:30④15:00

問チェリヴァホール
☎ 0854-42-1155

①「エノケンの頑張り戦術」、②「ジャンケン娘」

③「大学の若大将」、④「君も出世できる」

雲南市木次町

『雲南歌謡祭』チェリヴァホール2階ホール　『工芸展』チェリヴァホール3階大会議室

第7回雲南市総合芸術文化祭
『雲南歌謡祭～民謡と舞踊の祭典～／工芸展』

雲南市文化協会加盟団体による部門と展示部門の芸術文化祭を開催！
入 雲南歌謡祭：一般1,500円（当日2,000円）、高校生以下500円（当日1,000円）、工芸展：入場無料
問 雲南市文化協会事務局（チェリヴァホール内）☎ 0854-42-1155

12月11日（日）
雲南歌謡祭

12月9日（金）～11日（日）
工芸展 雲南市木次町

12
日 火 水 木 金 土

7
14
21
28

2
9
16
23
30

1
8
15
22
29

3
10
17
24
31

5
12
19
26

6
13
20
27

月

天皇誕生日

4
11
18
25

入 500円



投票期間：2016.7.22 ～ 10.24
島根県飯南町い～にゃんに投票しにゃいとあばれちゃうにゃ★

http://www.yurugp.jp/

飯南町観光協会 セーラさん 森島商工会長 地域おこし協力隊
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志々公民館
塚原さん
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