
赤川ゲンジボタルは今から約250年前、松江藩主松平不昧公が京都の宇治からお茶の製法とともに持ち帰られ、繁殖したも
のと伝えられています。赤川ほたる保存会は、昭和５８年４月に誕生し、これまでの活動で、全国でも大変珍しいユニークな
条例として話題となった「赤川ほたる保護条例」の制定やホタル工法による河川改修の陳情など、ホタルの生息環境を考え
ながら自然環境保護の取り組みを進めています。また、長年の功績により、平成29年４月「みどりの日」自然環境功労者環
境大臣賞を受賞（いきもの環境づくり・みどり部門）しました。

赤川ゲンジボタルと赤川ほたる保存会（雲南市大東町）
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　平成29年６月27日、平成29年第１回雲南広域連合議会臨時会を開催し
ました。

《議決された事項》
〇監査委員の選任につき同意を求めることについて
　雲南広域連合規約第16条２項の規定に基づく選任
　奥出雲町議会議長の岩田明人広域連合議会議員を監査委員に選任する同意案件につ
いて、原案のとおり同意されました。
〇職員の育児休暇等に関する条例の一部を改正する条例制定の専決処分の承認を
求めることについて
　児童福祉法等の一部を改正する法律が、平成29年４月１日から施行されることに
なり、引用条項の整理等の改正をする条例改正の専決処分の承認案件について、原案
のとおり承認されました。
〇職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例制定の専決処分の
承認を求めることについて
　児童福祉法等の一部を改正する法律が、平成29年４月１日から施行されることに
なり、雲南広域連合職員における子の範囲の明確化等の条例改正の専決処分の承認案
件について、原案のとおり承認されました。
〇雲南広域連合個人情報保護条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例制
定の専決処分の承認を求めることについて
　番号法の一部が改正され、平成29年５月30日から施行されることとなり、引用条
項を整理する条例改正の専決処分の承認案件について、原案のとおり承認されました。

平成29年　雲南広域連合議会６月臨時会

雲南広域連合
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　平成29年６月27日、奥出雲町議会議員の改選に伴う雲南広域連合議会の構成替えが
ありました。
　新たな構成については次のとおりです。

雲 南 広 域 連 合 議 会 構 成 表
議　　長 藤　原　信　宏〔雲南市〕 副 議 長 小　　野　　　覺〔飯南町〕

委員会名 委員長名 副委員長名 市町名 委　員　名

総務常任委員会
 （７名） 矢　壁　正　弘 早　樋　徹　雄

雲 南 市
矢　壁　正　弘
西　村　雄一郎
山　﨑　正　幸

奥出雲町 石　原　武　志
土　屋　武　雄

飯 南 町 早　樋　徹　雄
小　野　　　覺

厚生常任委員会
 （７名） 内　田　雅　人 土　江　良　治

雲 南 市
上　代　和　美
堀　江　　　眞
土　江　良　治
藤　原　信　宏

奥出雲町 内　田　雅　人
岩　田　明　人

飯 南 町 永　井　　　章

議会運営委員会
 （６名） 永　井　　　章 石　原　武　志

雲 南 市 西　村　雄一郎
堀　江　　　眞

奥出雲町 石　原　武　志
岩　田　明　人

飯 南 町 小　野　　　覺
永　井　　　章

監　査　委　員（議会選出） 岩　田　明　人〔奥出雲町〕

〇平成28年度雲南広域連合介護保険特別会計補正予算（第３号）の専決処分の
承認を求めることについて
　地域支援事業費のうち包括的支援事業や任意事業などの事業費の組み替えを行う補
正予算の専決処分の承認案件について、原案のとおり承認されました。
〇財産の取得について
　平成29年５月16日に指名競争入札に付した災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車
の取得に関する議決案件について、原案のとおり可決されました。
　取得金額：一金　77,839,300円
　財産を取得する相手：株式会社　吉谷
〇平成29年度雲南広域連合一般会計補正予算（第１号）
　既定額に歳入歳出3,400千円を追加し、総額を1,372,968千円（既定額の0.25％増）
とする補正予算案件について、原案のとおり可決されました。
　・総務費　　　3,000千円
　・消防費　　　   400千円
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広域連合長

雲南市長　速水雄一 飯 南 町 長　山碕英樹
奥出雲町長　勝田康則

事務局長

会計管理者 出納室（総務課兼務）

消防長事務局 消防本部総　務　課 消防総務課

介護保険課

予　防　課

環境衛生課

企　画　課

警　防　課

通信指令課

奥出雲消防署

雲南消防署

飯南消防署

副広域連合長

事務局組織表
事務局長　　長谷川　和　男

総 
務 

課

事務局次長（兼総務課長・出納室長）　　熊　谷　利　夫
総務係

課長補佐・出納係長　　星野　尚幸 係　　員　　　　　　川上　順子
係員・出納員　　　　周藤　　彩

企 

画 

課

事務局次長（兼企画課長）　　　　川　本　健　二
企画係

係　　長　　　　　吾郷　　静 観光コーディネーター　白築　輝二
係　　員　　　　　和久利　司 地域おこし協力隊員　吉田　真琴

介 

護 

保 

険 

課

事務局次長（兼介護保険課長）　　細　木　弘　志
管理給付係

係　　長　　　　　内田　和巳 係　　員　　　　　藤原　裕子
係　　員　　　　　周藤　千佳

資格認定係
課長補佐（兼係長）和栗　慎樹 認定審査専門員　　古林　裕子 
係　　員　　　　　難波　慎司 訪問認定調査員　　荒木　孝子
係　　員　　　　　鳥谷　朱希 訪問認定調査員　　松田　佳恵
係　　員　　　　　吾郷　　中 訪問認定調査員　　金山由美子
認定審査専門員　　奥田みどり 訪問認定調査員　　延谷　素子
認定審査専門員　　内田美由紀 訪問認定調査員　　勝部　直子

環
境
衛
生
課

環境衛生課長　　　　 坂　本　一　郎
嘱託職員　　　　　小林　佳子

雲南広域連合組織図平成29年度
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雲 

南 

消 

防 

本 

部 

消 防 長　　　　　糸　原　文　昭
消防次長　　　　　石　飛　　　徹

消防総務課（５） 予　防　課（６） 警　防　課（３） 通信指令課（11）
課　　長　　　　　　　安井　　將
課長補佐　　　　　　　赤名　　功
総務係長　　　　　　◎三原　大吾
総務係長　　　　　　◎板持　　努
係　　員　　　　　　◎岩佐　充治

課　　長　　　　　　　土江　健司
課長補佐　　　　　　　小川　　隆
危険物係長　　　　　◎鳥谷多津雄
予防係長　　　　　　◎陶山　　稔
予防主任　　　　　　◎川端　啓市
危険物主任　　　　　◎﨑山　拓也

課　　長　　　　（兼）石飛　　徹
課長補佐　　　　　　　田中　秀樹
警防係長　　　　　　◎永瀬　敏行

課　　長　　　　　　　細木　　敬
課長補佐　　　　　　　恩田　雅裕
課長補佐　　　　　　　本間　　均

通信指令第１係
課長補佐　　　　　　（恩田　雅裕）
係　　長　　　　　　　渡部　雄二
係　　長　　　　　　◎高橋　　剛
主　　任　　　　　　◎小林　勝美
係　　員　　　　　　◎佐藤　勇太

通信指令第２係
課長補佐　　　　　　（本間　　均）
係　　長　　　　　　　樋口　真明
係　　長　　　　　　◎岩田　浩樹
主　　任　　　　　　◎田中　修司
係　　員　　　　　　◎濱田　大輝

奥 

出 

雲 

消 

防 

署

署　　長　　　　　赤　名　　　馨　　（24）
副 署 長　　　　　内　田　耕　司　　　　　　川　西　幸　一
第１小隊長　 （兼）内　田　耕　司　　（11） 第２小隊長　　　梅　澤　　　勝　　（11）

第 １ 分 隊 救 急 分 隊 第 １ 分 隊 救 急 分 隊
分 隊 長　機械装備係長　　藤原　睦美
副分隊長　予防係長　◎岡本　臣司
副分隊長　救助主任　◎川角裕一郎
隊　　員　　　　　　◎阿部　　潤
隊　　員　　　　　　◎田中　歩希
隊　　員　　　　　　◎安部　直人

分 隊 長　警防係長　　影山　直樹
副分隊長　救急主任　◎荒木　哲夫
隊　　員　　　　　　◎伊藤　大輔
隊　　員　　　　　　◎藤原　　祐

分 隊 長　救助係長　　藤原　　渉
副分隊長　機械装備係長　◎三島　克哉
副分隊長　予防主任　◎稲田　秀樹
隊　　員　　　　　　◎江角　貴勤
隊　　員　　　　　　◎景山　昇平
隊　　員　　　　　　　光谷　雄佑

分 隊 長　救急係長　　安部　善美
副分隊長　庶務主任　◎中林　直仁
副分隊長　救急主任　◎赤名　浩一
隊　　員　　　　　　◎野島　大輔

飯 

南 

消 

防 

署

署　　長　　　　　江　角　正　樹　　（23）
副 署 長　　　　　戸　藏　　　豊
第１小隊長　 （兼）戸　藏　　　豊　　（11） 第２小隊長　　　和久利　誓　男　　（11）

第 １ 分 隊 救 急 分 隊 第 １ 分 隊 救 急 分 隊
分 隊 長　警防係長　　宍戸　俊介
副分隊長　予防係長　◎西尾　智廣
副分隊長　救助主任　◎野津　英孝
隊　　員　　　　　　◎部田　尚也
隊　　員　　　　　　◎福山　佳太
隊　　員　　　　　　◎若槻　省吾

分 隊 長　救急係長　　川角　貴広
副分隊長　機械装備係長　◎森口　　寛
副分隊長　庶務主任　◎藤原　光博
隊　　員　　　　　　◎石原　慎也

分 隊 長　救助係長　　熊谷　　将
副分隊長　機械装備係長　◎松川　泰浩
副分隊長　予防主任　◎石田　智英
隊　　員　　　　　　◎舩木　直人
隊　　員　　　　　　◎宮廻　浩平
隊　　員　　　　　　　藤川　　純

分 隊 長　庶務係長　　横山修一郎
副分隊長　救急主任　◎森山　　淳
隊　　員　　　　　　◎伊豆　大輔
隊　　員　　　　　　◎星野　　望

派　遣
　島根県防災航空隊

山毛　孝夫

　島根県消防学校
田中　　周

◎：機関員

雲南消防本部・雲南消防署・奥出雲消防署・飯南消防署組織表
平成29年４月１日

雲 

南 

消 

防 

署

署　　長　　　　　石　田　裕　司　　（35）
副 署 長　　　　　山　田　守　康　　　　
第１小隊長　（兼）山　田　守　康　　（17）

第 １ 分 隊 救助救急分隊 救 急 分 隊
分 隊 長　警防係長　　川角　健悟
副分隊長　機械装備係長　◎板垣　　健
副分隊長　庶務係長　◎中村　貴広
隊　　員　　　　　　◎石飛　雄士
隊　　員　　　　　　　稲田　隼士
隊　　員　　　　　　　高木　雄亮

分 隊 長　救助係長　　吉川　弘典
副分隊長　予防係長　◎松村　秀一
副分隊長　救助主任　◎岩佐　直人
隊　　員　　　　　　◎富田　　光
隊　　員　　　　　　◎藤原　裕貴

分 隊 長　救急係長　　糸原　　潤
副分隊長　救急主任　◎細木慎太郎
副分隊長　救急主任　◎名原　秀一
隊　　員　　　　　　◎須谷　拓也
隊　　員　　　　　　◎石川　　厚

第２小隊長　　　　田　部　明　芳　　（17）
第 １ 分 隊 救助救急分隊 救 急 分 隊

分 隊 長　警防係長　　山田　和宏
副分隊長　機械装備係長　◎宇山　達雄
副分隊長　警防主任　◎小村　祐太
隊　　員　　　　　　◎坂本　　聡
隊　　員　　　　　　◎柳原　伸哉
隊　　員　　　　　　　松村　匠悟

分 隊 長　救助係長　　渡邊　英樹
副分隊長　予防係長　◎中岡　徹也
副分隊長　庶務主任　◎板垣　　諭
副分隊長　救助主任　◎矢壁　拓真
隊　　員　　　　　　◎那須　優斗

分 隊 長　救急係長　　力石　　徹
副分隊長　救急主任　◎錦織　　守
副分隊長　救急主任　◎景山　隆介
隊　　員　　　　　　◎深石　晃弘
隊　　員　　　　　　　曽田　晃希



　　
の推し旅をはじめよう。

お たび

推し旅とは...

「推し旅」は私たちOkutabiメンバーとおくいずも
地方を少人数でまわる日帰りツアーです。
遠方からの参加も歓迎です♡

  おくたび　Facebook

推し旅の詳細、
申し込みはこちら

カメラ女子旅
春の雲南地域の散策、春のカメラ旅！

４月

なりきり♥山ガール
森林セラピーで

癒し旅！

５月

４月から６月までの
ツアーの様子
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の推し旅をはじめよう。

お たび美人力チャージ旅
美人温泉ソムリエとめぐる

温泉♡美肌ツアー
美味しいお水とつるすべ温泉！

６月

８月から３月までのツアースケジュール
奥出雲エリア　キャンプde女子会　　おくいずもの美味いもん、みんなでワイワイ食べちゃお♡

雲南・奥出雲エリア　クラフト女子旅　 　 名工探訪をめぐる！オリジナル○○も作ってみよ♪

飯南エリア　まるっと飯南旅　　　りんご狩り・パン作りにランチ…食欲の秋にぴったり旅♪

雲南・奥出雲エリア　鉄子の秋旅♡　　　　車窓から紅葉もみれちゃう！風が気持ちいいトロッコでいきましょー。

奥出雲エリア　年の瀬ご挨拶めぐり　奥出雲の気になるあの人♡に会いに行く？

雲南エリア　良縁♡結び旅　　　　パワースポットめぐりで女子力UP　今年もいいご縁がありますよーに。

奥出雲エリア　しっとり大人女子旅　たまには大人っぽく。そんなしっとり和に浸る旅。

ないしょ！　Okutabiのひみつ旅　今日はどこ行く？何する？全部Okutabiにおまかせのひみつ旅♡

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

Okutabi WEB
はじめました。

Okutabi  WEB
はこちら

http://okutabilove.com/

参加され
た

　　みな
さんの声

すごーく

リラックスでき
て

楽しい時間でし
た。

女子だけだからこその「かわいい！」がたくさん詰まっていて素敵な旅でした。

今日もとてもたのしく、
地域の方とも

おしゃべりできて
よかったです。

　　　「私たちがやりたいことにつき
　　あってくださってありがとうございます」

というおくたびメンバーのコメント。
まさに、自分たちがやりたいことが

女性にうけるのですね。
勉強になりました。

やっぱり女子旅は
すごくいいなと思います♪

普段自分だけでは行けないところに
行けたり、とても楽しいです。

毎回参加したいです(*^_^*)♡♡

お店の方のお話が素敵でした！「食べる」以外の楽しみがあると満足度が↑↑高いですね！森林セラピーも３時間があっという間でした。
※参加者アンケートより一部抜粋して掲載しています。

ツアースケジュールの詳細は、決まり次第Facebook・Webで公開します
7
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介 護 保 険介 護 保 険介 護 保 険
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　雲南地域の平成28年度の介護保険の状況を、平成25年度からの実績と比較しながら見ていきます。

※各年度の月平均数値
※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
みません。

①第１号被保険者（65歳以上の方）数の
状況

　第１号被保険者数（月平均）は、年々増加
しています。65歳以上75歳未満の方が増加
しており、平成28年度は9,153人と平成25
年度（３年前）に比べて1,007人増加してい
ます。
　一方、75歳以上の方は、平成25年度から
393人減少しています。

第１号被保険者数の推移（月平均）

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000
（人）

H28

■65歳以上75歳未満 ■75歳以上 合計

H25 H26 H27

8,146 8,565 8,872 9,153

13,417 13,272 13,144 13,024

21,563 21,837 22,016 22,176

②第１号被保険者（65歳以上の方）の要
介護・要支援認定状況

　要介護・要支援認定者数（月平均）は、年々
増加してきていますが、平成26年度以降伸
び率が低くなり、平成27年度と平成28年度
はほぼ横ばいとなっています。75歳以上の
認定者数が９割を占めています。
　また、認定率も近年伸びていましたが、平
成25年度以降は大きな伸びはなく19％前後
となっています。

要介護・要支援認定者数の推移（月平均）
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■65歳以上75歳未満 ■75歳以上 　　認定率

H25 H26 H27
275 292 289 285

3,781 3,852 3,921 3,925

4,056 4,144 4,210 4,209

18.8%18.8% 19.0%19.0%
19.1%19.1%

19.0%19.0%

合計

③介護サービスの給付状況

　介護給付費の総額は年々高くなっていま
す。サービスごとに見ると地域密着型サービ
スが増加し、居宅サービスと施設サービスが
減少しています。これは、平成28年度に小
規模なデイサービス施設と特別養護老人ホー
ムが地域密着型の施設に移行したことや地域
密着型の施設が増えたことによるものです。

介護給付費の推移（月平均）
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（千円）

H28

■地域密着型サービス ■居宅サービス ■施設サービス

H25 H26 H27

83,350 93,652 93,537 124,804

204,254 207,941 202,744 194,430

241,913 238,285 244,251 232,169

83,350 93,652 93,537 124,804

204,254 207,941 202,744 194,430

241,913 238,285 244,251 232,169

平成28年度の介護保険状況についてお知らせします
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※申請手続きは、各市町の地域包括支援センターまたは居宅介護支援事業所の介護支援専門員（ケアマネジャー）へ
ご相談ください。

高額介護サービス費の算定基準額変更について
　平成29年８月から月々の高額介護サービス費の負担限度額の上限が変わります。

住宅改修費の支給について 
　在宅の要支援・要介護認定を受けた方が、自宅で安全に安心して生活するための小規模な住宅改修
について、上限20万円まで（１割または２割は自己負担）、住宅改修費が支給されます（原則１回限り）。
　工事着工前に申請・承認が必要となります。

　対象となる工事
〇手すりの取り付け　〇段差の解消　〇滑りの防止等のための床材等の変更
〇引き戸等への取り替え　〇和式から洋式への便器の取り替え

　手続きの流れ
①介護支援専門員（ケアマネジャー）などに相談
②工事前に申請（事前申請書、住宅改修が必要な理由書、改修前の状態が分かる写真、改修後の完
成予定の状態が分かる図面、工事費見積書、住宅所有者の承諾書）
③承認通知書が届いたら着工（費用を工事業者へ支払）
④工事完了後の支給申請（支給申請書、工事費内訳書、領収書、改修後の状態が分かる写真）
⑤住宅改修費の支給（20万円を限度に工事代金の９割または８割を支給）

高額介護サービス費とは？

どんな改正が行われるか？

介護サービスを利用する場合にお支払いいただく利用者負担には月々の負担の上限額が設定
されています。１カ月に支払った利用者負担の合計が負担の上限を超えたときは、超えた分
が払い戻される制度です。

介護サービスを利用している方と利用していない方との公平や、負担能力に応じた負担をお
願いする観点から、世帯のどなたかが住民税を課税されている方の負担の上限が37,200円
（月額）から44,400円（月額）に引き上げられます。ただし、同じ世帯の全ての65歳以上
の方（介護サービスを利用していない方を含む。）の利用者負担割合が1割の世帯は、年間
446,400円（37,200円×12月）の上限が設けられ、年間を通しての負担額が増えないよ
うにされます（3年間の時限措置）。

Ｑ

Ｑ

Ａ

Ａ

対象となる方 平成29年７月までの
負担の上限（月額）

平成29年８月からの
負担の上限（月額）

現役並み所得者に相当する方がいる世帯の方 44,400円（世帯） 44,400円（世帯）

世帯のどなたかが住民税を課税されている方 37,200円（世帯）

44,400円（世帯）
※同じ世帯の全ての65歳以上の
方（サービスを利用していな
い方を含む。）の利用者負担割
合が1割の世帯に年間上限額
（446,400円）を設定

世帯の全員が住民税を課税されていない方 24,600円（世帯） 24,600円（世帯）
前年の合計所得金額と公的年
金収入額の合計が年間80万
円以下の方等

24,600円（世帯）
15,000円（個人）

24,600円（世帯）
15,000円（個人）

生活保護を受給している方等 15,000円（個人） 15,000円（個人）
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　５月28日（日）、雲南防火委員会（会長 糸原文昭
消防長）では、一般財団法人日本防火・防災協会共
催の「防火クラブ・自主防災組織会長会議」を229
名の参加を得て開催しました。
　会議に先立ち、島根県雲南保健所 太田澄子氏 に

防火クラブ・自主防災組織会長会議開催

平成29年度優良防火クラブ
上口自治会自主防災組織
� 　（雲南市木次町）
清久下自治会防災クラブ
� 　 （雲南市大東町）
大竹下自治会防火クラブ
� 　 （雲南市加茂町）
小馬木本郷婦人防火クラブ
� （仁多郡奥出雲町）
畑田婦人防火クラブ
� 　　　 （飯石郡飯南町）

第40回全国消防職員意見発表会
　５月24日（水）、愛知県名古屋市にお
いて「第40回全国消防職員意見発表会」
が開催され、島根県予選会及び中国支部
予選会を勝ち抜いた石飛雄士消防副士長
が出場しました。
　石飛副士長は「心をつかむ～３つの流
儀～」をテーマに、救急現場において感
じた疑問に基づく業務改善の取組みにつ
いて、堂々と発表し入賞しました。

「災害への備え～家族・地域を守るために今できること～」と題し、被災地での健康管
理等に関する保健活動にご尽力された経験をとおして、自然災害の恐ろしさ、それに対
応するための備え等の重要性をご講演いただきました。会議では火災の概況や、住宅用
火災警報器の維持・管理について説明を行いました。また、防火・防災に関する積極的
な活動が認められ、平成29年度優良防火クラブ表彰において５団体が受賞されました。
　出席された皆様は会議で得られた知識を、今後の地域防災に活用し、防火・防災の担
い手となって、組織の充実強化に努めていただけるものと確信しております。

会議の様子

受賞されたクラブの代表者

発表する石飛副士長

入賞した石飛副士長
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　夏を迎え、納涼祭やバーベキューでガスコンロや発電機など、ガソリンやＬＰガス
を燃料とする機器を使用する機会が増えると思います。ガソリンやＬＰガス等の取扱
いを間違えると、けがをしたり、火災に至るケースがあります。次の事項に注意して、
安全な取扱いをお願いします。

危険物の取扱いに注意しましょう!!

ガソリン・ＬＰガスの取扱い
○携行缶の保管は、火気のない換気の良い
安全な場所で行う。

○給油は、換気の良い場所でエンジンを停止
してから行う。

○エア調整ネジを緩め、缶内の圧力を下げて
からキャップを開ける。

○給油中は、タバコの火や他の火種になる
ようなものを近づけない。

○カセットボンベは炎天下などの高温になるような
　場所に置かない。

○カセットコンロを２台以上並べて使用しない。

○カセットコンロで炭の火をおこさない。

※資料提供：独立行政法人　製品評価技術基盤機構（ｎｉｔｅ）

●祭礼、縁日、花火大会、展示会などで、火気器具を使用する露店等については、消防署へ「露
店等の開設届出書」の提出が必要です。ただし、自治会などで行うバーベキュー、幼稚園な
どで開催する夏祭りのように、相互に面識がある者が集まる催しなどは対象外です。「露店
等の開設届出書」は雲南消防本部のホームページからダウンロードしていただくか、最寄り
の消防署にあります。
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「受付員の指示に従って、
落ち着いて、ゆっくりはっきり、正確な情報を伝える」

　落ち着いて正確な通報ができるよう、普段から電話機のそばに住所や近く
の目標物などを書いたメモを貼っておくことをおすすめします。（以下の通報
者欄にある下線部分を記入し、点線部分を切り取ってご使用下さい。）
　通報は安全な場所から行いましょう。

１１９番受付員 通　報　者
雲南消防119番です。火事ですか救急ですか？ 火事です。　　救急です。
◆住所（場所）と名前を教えてください。 　　　　　町　　　　番地　　　　　　（世帯主）

です。（自治会名）　　　　　　　　です。
◆お隣は、何さんのお宅ですか？ お隣は　　　　　　　　　　　　　さん宅です。
◆近くに目標となるものはありませんか？ 近くには　　　　　　　　　　　　　　　　　　

があります。

火事の場合は… （例）
◆どこから（何から）出火して、何が燃えてい
ますか？

・居間のストーブが燃え上がり、壁や天井に燃え移りました。

◆逃げ遅れた人はいませんか？ ・５人家族で、全員避難しました。

救急の場合は… （例）
◆誰（年齢、性別）が、いつ頃からどうしましたか？ ・72歳になるおじいさんが、突然倒れました。
◆意識はありますか？呼吸はありますか？ 　　意識がありません。呼吸はあります。
（意識がない場合、気道確保や心臓マッサージ等の応
急手当を指導しますので、ご協力下さい。）

・２歳の息子が、３分前から痙攣をおこしてます。

あなたのお名前を教えてください。 　○○　○○　です。
※　消防車・救急車は通報の途中で出動しています。安心してお話しを続けてください。

携帯電話からの通報
　・携帯電話からの通報は、電波状況により音声が小さかったり、途切れたりして聞き取りに
くいことがあり、場所や状況を把握するのに時間がかかることがあります。

　・携帯電話の位置情報通知機能（ＧＰＳ機能）をオンにして通報して下さい。
　・応急手当等の指示があった場合は、携帯電話のスピーカー機能やコードレス電話のハンズ
フリー機能を使いましょう。この機能を活用することで、両手が使えるようになります。

　　（上記の操作方法がわからない方は、購入先にお問い合わせ下さい。）
　・場所によっては、雲南消防本部以外の消防本部に繋がることがありますが、その場合は雲
南消防本部へ転送されるので、電話を切らないで、そのままお待ち下さい。

その他
　・FAX、eメールでの通報もできます。詳しくは、雲南消防本部通信指令課にご相談下さい。

１１９番通報のかけ方
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　弾道ミサイルは、発射から極めて短時間で到達する可能性があります。日本に落
下する可能性がある場合は、Jアラートが活用され、音声告知放送等で特別なサイ
レン音とともにメッセージが流されるほか、緊急速報メール等により緊急情報がお
知らせされます。

メッセージ等が流れたら 落ちついて、次の行動を
してください。

屋外に
いる場合

建物が
ない場合

屋内に
いる場合

できる限り頑丈な
建物に避難する。

物陰に身を隠す
か、地面に伏せ
て頭部を守る。

窓から離れるか、
窓のない部屋に
移動する。

弾道ミサイル落下時の行動に関するQ＆Aなどは、
次のサイトに掲載されています。

国民保護ポータルサイト（http://www.kokuminhogo.go.jp/）

高
たか

 木
き

 雄
ゆう

 亮
すけ

（雲南市加茂町出身）19歳
　私は、地元雲南の地で人の役に立つ仕事をした
いと思い、雲南消防を志望しました。
　一日でも早く一人前の消防士になるために、消
防学校で基礎をしっかりと学び、即戦力となれる
ように頑張ります。
　どうかよろしくお願いします。

松
まつ

 村
むら

 匠
しょう

 悟
ご

（雲南市掛合町出身）18歳
　私は、以前から人を助ける仕事に就きたいと考
えていました。また、生まれ育った地元で働きた
いという思いもありましたので、雲南消防を志望
しました。
　消防学校での初任総合教育で基礎を身につけ、
地域の方から信頼していただけるよう頑張りま
す。

弾道ミサイル落下時の行動について

新規採用職員紹介
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雲南広域連
合からのおしらせ

総務課 総務係

周
す
　藤
とう
　　　彩

あや

　はじめまして、今年度から総
務課に勤務しております周藤と
申します。私は昨年の春に広島
からIターンしてきました。移

住する前はとても不安でしたが、人や自然の豊かさに
触れ、今は毎日が楽しくて本当に来て良かったと感じ
ています。一期一会を大切に、日々頑張りますのでよ
ろしくお願いいたします。�

介護保険課 管理給付係

藤
ふじ
　原
はら
　裕
ゆう
　子

こ

　この春に県外からUターンし
てきました。久しぶりとなる故
郷での生活に、懐かしさと新た
な発見とで新鮮な日々を過ごし

ています。これまで取り組んできた介護の現場経験を
生かしながら新たな業務に取り組んで参りたいと思い
ます。よろしくお願いいたします。�

観光コーディネーター

白
しら
　築
つき
　輝
てる
　二

じ

　雲南地域の魅力は、日本遺産
「出雲國たたら風土記」の「文
化」・「歴史」・「景観」をはじめ
とし、自然豊かな「環境」を素

材とした森林セラピー、地域にいきいきと暮らしてい
る「人」も魅力のひとつとして考えています。この魅
力ある地域資源を “おもてなし” の心で情報発信して
いきたいと思います。�

新規採用職員
＆

観光コーディネーター

新規採用職員
＆

観光コーディネーター
紹 介紹 介

平成29年度観光ＰＲ事業出展協力事業者の募集について
　雲南広域連合では、広島地区をはじめとする各種イベント参加、主催事業での３市町観光情報発信事
業を行っています。
　雲南地域の特産品販売や試食、試飲、ＰＲなどに協力してくださる出展協力事業者の方を募集します。
　今年度は、平成30年１月20日（土）、21日（日）「しまねふるさとフェア2018」、２月９日（金）～
11日（日）「三原神明市」、「島根うんなん観光フェアin福山（開催日未定）」の情報発信事業について参
加を予定しています。
　各イベントのスケジュールが決まり次第、雲南広域連合ホームページなどでお知らせします。
　詳細は、雲南広域連合企画課（電話：0854-47-7341）までお問い合わせください。

雲南ふるさと応援団の募集について
Q．雲南ふるさと応援団になるための条件は？
A．広島にお住まいの雲南地域（雲南市・奥出雲町・飯南町）出身者
雲南地域を応援していただける方（雲南ふるさと応援団の方若しくは雲南地域出身者の友人、知人、
職場の仲間、行きつけのお店の方など）

Q．応援団になったらどんなことをするの？
　A．応援団宛に送付される雲南地域の観光・イベント情報、雲南物産展や各種フェア開催等の情報を基

に、応援団の皆様の身近な方に紹介、ＰＲしていただき雲南ファン拡大の支援をお願いします。
Q．雲南ふるさと応援団になるとどんな特典があるの？
　A．新規で応援団になっていただくと、雲南地域特産品（粗品）をプレゼント！（内容は変更になるこ

とがあります。）
初回のみ、雲南地域の観光地・特産品のイラスト入り名刺台紙名刺を進呈します！（希望者のみ）
年間３～４回雲南地域の情報（広報うんなん、事業ちらしなど）を送ります。

　詳細は、雲南広域連合企画課（電話：0854-47-7341）までお問い合わせください。
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時 時間 問 お問い合せ入 入場料･参加料参

20172017イベント情報イベント情報イベント情報

15

棚田のライトアップイベント「たたらの灯」
奥出雲町鳥上（追谷地区）
昨年秋、今年の春と開催し、好評だったラ
イトアップイベントが、灯を3,000本増
やしてパワーアップ！期間中はイベント
も開催されます。
問たたRart実行委員会事務局（鳥上郵便局

田辺）☎ 0854-52-1100

10月14日（土）～11月18日（土）
奥出雲町

おくいずもバル「奥出雲を
小粋に“ハシゴ”する２日間！」
仁多地区・横田地区参加店舗
知ってるお店も知らないお店もハシゴして、
この日の限定メニューをお楽しみください。
時

参

参加店舗により異なりますのでお問合
せください。
バルチケット６枚１組(前売り）3,500円 
当日4,000円、限定800組

問 奥出雲町商工会本所
☎ 0854-54-0158

9月2日（土）
9月9日（土）

仁多地区
横田地区

奥出雲町

やまなみ街道クライムライド2017
飯南町、美郷町ほか
クライマーの限
界に挑戦せよ！
やまなみ街道、
三瓶山を擁する
山間のまち、島
根県飯南町に極
熱のクライムサ
イクリングが出
現。
時

参

８時30分
（スタート）
5,000円～
7,500円

問（一社）飯南町観光協会
☎ 0854-76-9050

8月20日（日） 飯南町ほか

第２回さくらおろち湖
トライアスロン大会
さくらおろち湖ボート競技施設及び
周辺施設
全国的に珍しいダ
ム湖を活用した五
輪基準のコースで
全長 51.5km（水
泳1.5km、自転車
40km、マラソン10
km）あり、初心者
でも楽しめるコー
ス設定で、ダム湖
や森林の魅力を体

時
参

9時30分（スタート）
個人：14,000円、リレー：18,000円

問さくらおろち湖トライアスロン大会実行
委員会（三刀屋文化体育館アスパル内）
☎ 0854-45-9222

9月3日（日） 雲南市・奥出雲町

感しながらのレースです。

雲南市・松江市・奥出雲町の工房
名工探訪

雲南近郊の工房を巡り、ものづくり体験や
蔵見学など、この時だけの作り手のおも
てなしが楽しめます。
時９時～17時
問 木次経済文化会館チェリヴァホール

☎ 0854-42-1155

9月30日（土）・10月1日（日）
雲南市・松江市・奥出雲町

赤来高原りんご園開園
赤来高原観光りんご園
「つがる」「さんさ」「ふじ」など９種類のり
んごが時期に応じて美味しく味わえます。
入中学生以上540円、小学生以下320円
問 赤来高原観光りんご園

☎ 0854-76-3344

9月上旬～11月中旬頃 飯南町

可部屋集成舘、絲原記念館、奥出雲たたらと刀剣館
たたらの歴史を巡る 夏休みスタンプラリー

奥出雲町のたたら関係施設3館を巡るス
タンプラリー。全館制覇でプレゼント進呈。
時各館開館時間
参スタンプラリーチラシ持参の場合、各館

団体料金
問 奥出雲たたらと刀剣館

☎ 0854-52-2770

7月22日（土）～9月30日（土）
奥出雲町

道の駅ゆめランド布野

第２回さくらおろち湖トライアスロン大会
第４回道の駅グルメライド
in 中国山地

６つの道の駅を巡
る全長124km の
ライドコースとグ
ルメをお楽しみく
ださい。
時

参

７時30分
(スタート)
一人６，０００円

問 三次市建設部
土木課
☎ 0824-62-6305

9月23日（土・祝）
雲南市・奥出雲町・飯南町ほか

掛合太鼓結成40周年記念フェスティバル
雲南市掛合体育館
全国で活躍する団体や県内太鼓団体と掛
合太鼓保存会の競演をご覧いただけます。
時 14時～
問 掛合太鼓保存会事務局

（雲南市掛合総合センター内）
☎ 0854-62-0300

11月12日（日） 雲南市
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櫻井氏庭園（夏）

さくら い

【奥出雲町上阿井】

　奥出雲町上阿井の櫻井氏庭園が国の名勝に指定されることが決まりました。

　櫻井氏庭園はたたら製鉄を営んだ「奥出雲の三大鉄師」の一つ櫻井家の住宅庭園で、2003年に国指定重要文

化財に指定された「櫻井家住宅」に隣接しています。見どころとなる滝は、享保３年（1803）、櫻井家に初めて

松平不昧公をお迎えしたときに作られたとされています。

　「山深み　流れての世の　にごりをば　しるとも見えぬ　滝のいわなみ」

　不昧公は庭園の情景をこのような歌に詠み、不昧公のためにしつらえた滝を「岩浪」と名付けられました。庭

園の池には優雅に鯉が泳いでおり、明治11年（1878）に造られた茶室「掬掃亭」があります。

　芸術上及び鑑賞上の価値、日本庭園史における学術上の価値が高く評価されました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（写真：奥出雲町教育委員会提供）

きくそうてい

がんろう


