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寒暖の差が激しくおいしいりんごが育つ「赤来高原観光りんご園」。高原に降り注ぐ太陽の光を行き届かせるため、果樹
の配置をY字型の仕立てに。太陽の光をたっぷりと浴びたおいしいもぎたてりんごが味わえます。
飯南町のりんご狩りは時間無制限で、9月1日から11月上旬まで期間を通して9品種のりんごが実り、何度か足を運んで
食べ比べも楽しめます。また、低い位置に完熟りんごが実るので小さなお子様でも楽しめるように工夫されています。

赤来高原観光りんご園 （飯南町）
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令和元年６月26日、令和元年第１回雲南広域連合議会臨時会を開催しました。
この議会には次の議案を提出し、いずれも原案のとおり同意・可決・承認されました。

監査委員の選任につき同意を求めることについて

雲南広域連合介護保険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

雲南広域連合火災予防条例の一部を改正する条例について

財産の取得について

平成30年度雲南広域連合一般会計繰越明許費繰越計算書

奥出雲町議会議長の藤原充博広域連合議会議員が監査委員に選任されました。

低所得者の介護保険料の軽減を行うため等の所要の改正をしました。

産業標準化法及び総務省令が改正されたことによる所要の改正をしました。

平成31年４月26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　57,090,000円
　【財産を取得する相手】株式会社　吉谷

　【高規格救急自動車整備事業】31,000千円

議決事項

議決事項

議決事項

議決事項

議決事項

議 会 報 告

雲南広域連合手数料条例の一部を改正する条例について
危険物施設の設置許可の申請に係る審査手数料額を改定しました。

議決事項

令和元年８月30日、令和元年８月雲南広域連合議会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。

議 会 報 告
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　令和元年５月14日に奥出雲町議会、令和元年８月２日に飯南町議会の構成替えに伴い、雲南広域
連合議会の構成替えがありました。新たな議会構成については次のとおりです。

令和元（2019）年８月30日～議　　長 山　﨑　正　幸〔雲南市〕 副 議 長 早　樋　徹　雄〔飯南町〕

監　査　委　員（議会選出） 藤　原　充　博〔奥出雲町〕

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）

高　橋　英　次
〔飯南町〕

深　田　徳　夫
〔雲南市〕

雲 南 市 周藤　正志 中林　　孝 深田　徳夫
奥出雲町 藤原　充博 岩田　明人
飯 南 町 高橋　英次 早樋　徹雄

厚生常任委員会
（７名）

西　村　雄一郎
〔雲南市〕

田　食　道　弘
〔奥出雲町〕

雲 南 市 松林　孝之 西村雄一郎 周藤　　強 山﨑　正幸
奥出雲町 田食　道弘 大垣　照子
飯 南 町 内藤　眞一

議会運営委員会
（６名）

大　垣　照　子
〔奥出雲町〕

内　藤　眞　一
〔飯南町〕

雲 南 市 松林　孝之 深田　徳夫
奥出雲町 藤原　充博 大垣　照子
飯 南 町 早樋　徹雄 内藤　眞一

令和元年度雲南広域連合一般会計補正予算（第１号）

令和元年度雲南広域連合介護保険特別会計補正予算（第１号）

平成30年度雲南広域連合一般会計歳入歳出決算認定について

既定額に歳入歳出146,911千円を追加し、総額を1,755,932千円（既定額の9.1%増）としました。
【主な内容】  ・ふるさと市町村圏振興事業基金積立金  133,656千円

既定額に歳入歳出255,600千円を追加し、総額を8,253,124千円（既定額の3.1%増）としました。
【主な内容】  ・市町村特別給付費、地域支援事業費     13,287千円
    　・平成30年度市町負担金等返還金   150,972千円

　歳入総額　　　  1,323,084千円
　歳出総額　　　  1,309,834千円
　歳入歳出差引額       13,250千円（詳細は４ページを参照）

議決事項

議決事項

議決事項

平成30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

平成30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

平成30年度資金不足比率の報告について

　歳入総額   7,949,993千円
　歳出総額   7,734,377千円
　歳入歳出差引額     215,615千円（詳細は４ページを参照）

　歳入総額　　　     259,297千円
　歳出総額      259,297千円
　歳入歳出差引額       0千円（詳細は４ページを参照）

下水道事業特別会計決算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。

議決事項

議決事項

報告事項
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一般会計

介護保険特別会計

下水道事業特別会計

歳入総額　1,323,084千円

歳出総額　1,309,834千円

歳入総額　7,949,993千円

歳入総額　259,297千円

総務費　96,210千円の内訳

歳出総額　7,734,377千円

歳出総額　259,297千円

歳　入
　主な歳入は市町負担金が最も多く、1,250,851千円で歳
入全体の約94％を占めています。その他、財産収入13,937
千円（1.1％）、県支出金9,617千円（0.7％）、国庫支出金5,940
千円（0.5％）でした。

歳　出
１．消防費（1,040,116千円）の主な内容
　主な歳出は、常備消防費（人件費、出動関係需用費等）、
消防施設費（消防はしご自動車維持整備費等）です。
２．総務費（96,210千円）の主な内容
　主な歳出は企画費であり、地酒で乾杯推進事業、観光ＰＲ、
イベントや説明会等への参加など、地域活性化を図るため広
域的振興事業に積極的に取り組みました。
３．民生費（9,440千円）の主な内容
　主な歳出は、介護保険料の軽減負担金として、介護保険特
別会計に繰出しています。

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。

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
利用されたときの「保険給付費」で、歳出全体の約90％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。

歳　入
　歳入の主な内容は、雲南圏域の下水汚泥のほか、し尿、
浄化槽汚泥、農集汚泥等も一体的に処理する「雲南クリー
ンセンター」を運営するための財源です。主に市町負担金
が233,575千円（90.1％）、使用料及び手数料が6,115千円
（2.4％）でした。

歳　出
　歳出の主な内容は、汚泥共同処理施設「雲南クリーンセン
ター」の運営に要する経費です。主に汚泥処理費が209,933
千円（80.9％）、し尿処理費が8,328千円（3.2％）でした。

資金不足比率

平成30年度
雲南広域連合歳入歳出決算の概要について

分担金及び負担金
1,250,851千円（94.5%）

使用料及び手数料　1,499千円（0.1%）
国庫支出金　5,940千円（0.5%）
県支出金　9,617千円（0.7%）

財産収入　13,937千円（1.1%）
繰入金　18,991千円（1.4%）
繰越金　18,333千円（1.4%）
諸収入　3,916千円（0.3%）｠　

議会費　998千円（0.1%）
総務費　96,210｠千円（7.3%）

民生費　9,440千円（0.7%）

消防費　1,040,116千円（79.4%）｠

公債費　144,746千円（11.1%）
諸支出金　18,324千円（1.4%）

一般管理費　68,559千円（71.2%）

文書広報費　1,722千円（1.8%）
会計管理費　219千円（0.2%）

財産管理費　6,949千円（7.2%）

企画費　18,627千円（19.4%）｠ 選挙管理委員会費　56千円（0.1%）

監査委員費　78千円（0.1%）

保険料（第１号被保険者保険料）
　　1,515,617千円（19.1%）

市町負担金
1,153,430千円（14.5%）

使用料及び手数料  62千円（0.0%）

国庫支出金
2,057,183千円（25.9%）

支払基金交付金
（第2号被保険者保険料）
1,938,941千円（24.4%）

県支出金　1,123,113千円（14.1%）
財産収入　24千円（0.0%）繰入金　9,562千円（0.1%）
繰越金　151,091千円（1.9%）
諸収入　970千円（0.0%）

総務費　181,245千円（2.3%）

保険給付費　6,932,026千円（89.6%）

基金積立金　47,908千円（0.6%）
地域支援事業費　421,663千円（5.5%）

諸支出金　151,535千円（2.0%）

分担金及び負担金　233,575千円（90.1%）

使用料及び手数料　6,115千円（2.4%）
県支出金　1,080千円（0.4%） 繰越金　4,487千円（1.7%）

諸収入　4,640千円（1.8%）
広域連合債　9,400千円（3.6%）

下水道費　227,875千円（87.9%）

衛生費　8,328千円（3.2%） 公債費　19,720千円（7.6%）

諸支出金　3,374千円（1.3%）

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30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。
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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30年度 7人 112人 119人
平成29年度 7人 110人 117人
増　　減 0人 2人 2人

●人件費の状況（平成30年度決算額）
区　　分 歳出額（Ａ） 人件費（Ｂ） 人件費比率（B/A）
一般会計 13億983万円 9億4,280万円 72.0%

●職員給与費の状況（平成30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30年度 119人 4億4,541万円 1億1,954万円 1億7,589万円 7億4,085万円 622万円
（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30年４月１日現在）

区 分 平均給料月額 平均年齢

一般行政職 301,220円 48.1歳

公　安　職 310,689円 39.7歳

●職員の初任給の状況（平成30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 179,200円 179,200円
高校卒 147,100円 147,100円

公　安　職
大学卒 ― 208,000円
高校卒 166,000円 169,500円

●職員手当の状況
①期末勤勉手当（平成30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 2.60月 1.80月 2.60月 1.80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30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 19.669月 24.586月 19.669月 24.586月
勤続25年 28.039月 33.270月 28.039月 33.270月
勤続35年 39.757月 47.709月 39.757月 47.709月
最高限度 47.709月 47.709月 47.709月 47.709月

③扶養手当（平成30年４月１日現在）

区　　　分 雲　　南
広域連合 国

配偶者 6,500円 6,500円
子 10,000円 10,000円
父母等 6,500円 6,500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30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30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

●職員の福利厚生の状況
種　　類 内　　　容

健康診断・人間ドック 受診者　117人
メンタルヘルス対策 ストレスチェックテストを実施
島根県市町村職員互助会事業 医療費給付、災害見舞金、施設利用助成等を実施

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

☆平成30年４月１日から管理
職の基本給を1.0％減額支給
しています。



介護保険介護保険介護保険介護保険
情報コーナー情報コーナー
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　平成27年度から所得段階が第１段階の方の介護保険料を軽減していましたが、令和元年10月から
の消費税増税分を財源とし、第１段階から第３段階まで保険料軽減を拡大します。
　令和元年度の介護保険料は以下の表のとおりとなります。

所得段階 対象となる方 軽減前保険料額
（年　額）

軽減後保険料額
（年　額）

第１段階
・本人及び世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受給している方。
・本人及び世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収
　入額を足したものが80万円以下の方。
・生活保護を受給している方。

29,820円 24,516円

第２段階 ・本人及び世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収
　入額を足したものが80万円を超え、120万円以下の方。 50,280円 41,436円

第３段階 ・本人及び世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収
　入額を足したものが120万円を超える方。 53,160円 51,396円

～平成30年度の介護保険の状況についてお知らせします～

所得の低い高齢者の介護保険料がさらに軽減されます

雲南地域の平成30年度の介護保険の状況を、平成26年度からの実績と比較しながら見ていきます。

8,565 8,872 9,153 9,348 9,481

13,279 13,144 13,024 12,905 12,750

21,845 22,016 22,176 22,253 22,231
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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

H30H29H28H27H26

①第1号被保険者（65歳以上の方）数の推移

　第１号被保険者（65歳以上の方）は、平成30年度は
22,231人で、平成29年度まで増加していましたが、第７
期介護保険事業計画の推計どおり減少に転じています。
　今後もゆっくり減少すると見込んでいます。

H30H29H28H27H26
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要介護・要支援認定者数の推移（月平均）

75歳以上 65歳以上75歳未満 認定率

（人）

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・要支援認定者数は認定率とともに平成28年度をピーク
に減少し、平成30年度は平成29年度と同様の数値となり、横ばい
の状況です。
　当面認定者数は75歳から84歳までの高齢者人口の減少にあわせ
て、減少を見込んでいます。
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介護給付費の年度推移（月平均）

地域密着型サービス 居宅サービス 施設サービス 介護給付費

93,652 93,537 124,593 132,401 134,378 

207,941 202,744 194,430 186,821 186,630 

238,285 244,251 232,169 217,800 214,918 

93,652 93,537 124,593 132,401 134,378 

207,941 202,744 194,430 186,821 186,630 

238,285 244,251 232,169 217,800 214,918 

③介護給付費の推移

　介護給付費の総額についても、認定者数同様、平成28年度をピー
クに減少しています。
　サービスごとに見ると、施設整備と利用が進んだ地域密着型サー
ビスは増加し、逆に居宅サービスは平成29年度からの総合事業の
開始、施設サービスは療養型施設の転床により大きく減少していま
す。
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し尿汲取料の上限額改定し尿汲取料の上限額改定
雲南クリーンセンターからのお知らせ雲南クリーンセンターからのお知らせ

◆ 料金改定について
　し尿の汲取料を10月１日からの消費税の引上げに対応し次のとおり改定します。なお、雲南広域連合
が定める額は、上限額ですので、実際の料金は各地区担当の収集業者にご確認ください。
　◦改定後の汲取料　18リットル当たり175円（改定前172円）
　◦改定の時期　令和元年10月1日
　今回の料金改定は汲取料に含まれる消費税を8％から10％に引き上げるもので、本体価格は据え置きで
す。利用者の皆様にはご理解いただきますようお願いします。

◆ 収集業者
　雲南圏域のし尿の収集は、次の許可業者が行っています。
　収集日程、料金の支払方法等は、各地区担当の許可業者に直接ご確認ください。

担当地区 許可業者名 連　絡　先 担当地区 許可業者名 連　絡　先
大　東　町 ㈲雲南環境衛生センター 0854-43-2532 三 刀 屋 町 ㈲三刀屋衛生社 0854-45-4450
加　茂　町 ㈲平和衛生社 0854-45-2636 吉　田　町 ㈲三刀屋衛生社 0854-45-4450
木　次　町
（日登、八日市、三
新塔、新市、斐伊）

㈲平和衛生社 0854-45-2636 掛　合　町 ㈲平和衛生社 0854-45-2636
奥 出 雲 町 ㈲横田環境衛生センター 0854-52-1796

木　次　町
（温泉、西日登、上
熊谷、下熊谷）

㈲三刀屋衛生社 0854-45-4450 飯　南　町 クリーン㈱ 0854-82-0869

◎問い合わせ　　環境衛生課（雲南クリーンセンター内）　☎0854-42-0481

10月１日から
175円です

18ℓ
当たり

　令和元年10月から消費税率が10％に引き上げられることに伴って、介護報酬も改定されました。
　介護サービス事業所がサービス提供に必要な物品を購入するときは消費税がかかりますが、事業者
に支払われる介護報酬は非課税のため事業者は実質的に負担が大きくなってしまいます。この負担を
解消し安定的なサービスの提供を維持するため、介護報酬の改定がありました。

おもなサービスの利用者負担（要介護３・負担割合１割の場合）

サービス名 これまでの
利用者負担

10月からの
利用者負担

通所介護
（７時間以上８時間未満の場合） 883円/日 887円/日

訪問介護
（身体介護中心で20分以上30分未満の場合） 248円/回 249円/回

訪問看護
（30分未満の場合） 467円/回 469円/回

通所リハビリテーション
（６時間以上７時間未満の場合） 924円/日 929円/日

短期入所生活介護
（介護老人福祉施設・併設型・多床室の場合） 722円/日 724円/日

小規模多機能型居宅介護 22,062円/月 22,157円/月
認知症対応型共同生活介護 818円/日 820円/日
介護老人福祉施設（多床室の場合） 695円/日 697円/日
介護老人保健施設（多床室の場合） 880円/日 884円/日

要 介 護
状態区分

支給限度額
（９月まで）

支給限度額
（10月から）

要支援１ 50,030円 50,320円
要支援２ 104,730円 105,310円
要介護１ 166,920円 167,650円
要介護２ 196,160円 197,050円
要介護３ 269,310円 270,480円
要介護４ 308,060円 309,380円
要介護５ 360,650円 362,170円

①サービスを利用した時にかかる利用料について ②１か月に介護保険を利用できる
　支給限度額（上限額）について

※現在の介護保険被保険者証に載っている支
給限度額は、更新認定などの際に記載を変
更します。９月までの記載のままで利用で
きます。

令和元年10月から介護保険サービスの利用料などが変わります。
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　うんなん観光ネットワーク協議会（雲南広域連合内）では、令和２年１月31日（金）まで、雲南
地域の道の駅８施設、温泉14施設を巡るスタンプラリーを開催しています。施設で買い物、食事、
入浴をされた方にはスタンプを押します。スタンプが貯まると、集めたスタンプ数に応じて、抽選で
豪華賞品が当たります。また、インスタグラムを利用したフォトジェニック賞も準備しています。秋
の行楽シーズンに向けて、ぜひ参加してみてください。詳しくは、参加施設などに置いてある応募用
紙、または雲南広域連合のホームページ（http://www.unnan.jp/）をご覧ください。
参加施設

海潮温泉 海潮荘／海潮温泉 桂荘／木次健康温泉センター おろち湯ったり館／三刀屋深谷温泉 ふかたに荘
出雲湯村温泉 国民宿舎清嵐荘（11月18日まで建て替えのため休業）／波多温泉 満壽の湯
掛合まめなかセンター 塩ヶ平温泉／道の駅 さくらの里きすき／道の駅 おろちの里／道の駅 掛合の里
道の駅 たたらば壱番地
斐乃上温泉 斐乃上荘／斐乃上温泉 かたくりの里民宿たなべ／亀嵩温泉 玉峰山荘／佐白温泉 長者の湯
道の駅 酒蔵奥出雲交流館／道の駅 奥出雲おろちループ

頓原天然炭酸温泉 ラムネ銀泉／光明神々温泉 琴引ビレッジ山荘／加田の湯／道の駅 頓原
道の駅 赤来高原

東京島根県人会
総会とふれあいの集い　開催

　９月１日（日）にホテル椿山荘東京（東
京都文京区）にて第68回東京島根県人会総
会とふれあいの集いが島根県出身で東京在
住の方々約600人の参加で盛大に開催され
ました。
　今回、担当市町であった雲南市・奥出雲
町・飯南町のアトラクションとして、活弁
士の景山酒

しゅ

時
じ

さんによる観光ＰＲ映像を
使った雲南圏域３市町のユニークな紹介や
飯南町の野

のみの す く ね

見宿禰赤名相撲甚句会による相
撲甚句が披露されました。
　また会場では、特産品販売や観光ＰＲを
行うなど、島根県人会を盛り上げていまし
た。

スタンプラリ
ー道の駅・温
泉

開催中
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　７月27日（土）ふれあいジム・かなぎ（浜田市金城町）で
開催された「第71回島根県消防大会」において、次の３団体
が日頃の積極的な防災活動が認められ、島根県知事表彰を受賞
されました。

　７月30日（火）第32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、
雲南消防本部を会場に開催しました。
　今回の研修会には、小学４年生から６年生までのクラブ員74名が参加しました。昨年度から新しくなっ
た地震体験車では、過去の大地震や今後起きると予想される南海トラフ地震を再現したリアルな揺れを体
感し、地震への対応を学んだほか、通信指令室の見学、消火器を使った消火訓練などを体験しました。午
後は、非常持ち出し品の確認や救急法で心肺蘇生法を学びました。
　参加したクラブ員は、災害対応への知識を習得するとともに、他の小学校のクラブ員や消防職員との交
流を深めることができました。

第32回 少年消防クラブ員研修会

【幼年消防クラブの部】
　佐世幼稚園幼年消防クラブ（雲南市大東町）
　�
【少年消防クラブの部】
　布勢小学校少年消防クラブ（奥出雲町）
　�
【自主防災組織の部】
　清田自治会防火クラブ（雲南市大東町）

令和元年度 島根県消防表彰受賞

受賞されたクラブの代表者
（佐世幼稚園幼年消防クラブ）

地震体験 消火訓練

花火教室 救急法
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【症状】
　・ふくらはぎ又はアキレス腱を誰かに蹴られたような感覚があります。
　・「バシン」「パチッ」というような音を耳にするケースもあります。
　・断裂部に激しい痛みが生じます。
　・断裂部にへこみがあり、ベタ足歩行は可能ですが、つま先立ちはできません。
【応急手当】
　・歩かせてはいけません。
　・うつ伏せに寝かせます。
　・副子などの上に足を乗せ固定します。
【アキレス腱断裂の予防のため】　
　・運動前には、十分なストレッチが必要です。
　・運動前には足首を回す、アキレス腱を伸ばすなどしっかり柔軟運動を行いましょう。
　・激しい運動から始めるのではなく、まずはウォーキングなど軽い運動から始めましょう。

少しでもおかしいと思われたら医療機関を受診するか救急車を要請しましょう！！

　７月28日（日）「第63回島根県消防操法大会」が浜田市「金城総合運動公園」において、県下の消防団
から選ばれた小型ポンプの部20チーム、ポンプ車の部12チームが出場し開催されました。管内からは小
型ポンプの部に３チーム、ポンプ車の部に３チームが出場されました。

　小型ポンプの部では雲南市消防団大東方面隊阿用分団が優
勝、同じく木次方面隊温泉分団が第３位に、ポンプ車の部で
は奥出雲町消防団八川分団が第３位、雲南市消防団三刀屋方
面隊自動車分団が第５位入賞という輝かしい成績を収められ
ました。

　８月25日（日）岡山市の消防教育訓練センターにおいて「第
48回全国消防救助技術大会」が開催されました。この大会
のほふく救出の部に、雲南消防本部から景山昇平消防副士長、
光谷雄佑消防士、篠原史唯消防士が中国地区代表として出場
しました。
　大会では訓練の成果を遺憾なく発揮し、51チーム中４位
という成績を収めました。

第63回 島根県消防操法大会
小型ポンプの部　優勝　雲南市消防団大東方面隊　　第３位　雲南市消防団木次方面隊
ポンプ車の部　　第３位　奥出雲町消防団八川分団

雲南市消防団大東方面隊阿用分団 雲南市消防団木次方面隊温泉分団 奥出雲町消防団八川分団

スポーツの秋に要注意！
「バチッ」と衝撃　中高年のアキレス腱断裂

バチッ

第48回 全国消防救助技術大会
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令和元年 火災・救急・救助・ドクターヘリ統計

救助出動 41件
管外１件含む

（平成30年上半期　31件）

ドクターヘリ出動 83件
鳥取ドクヘリ８件含む

（平成30年上半期　54件）

火災出動 15件 （平成30年上半期　17件）

救急出場 1172件
管外１件含む

（平成30年上半期　1186件）
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問 お問い合せ

入 入場料･参加料参

三刀屋町商店街
うんなんまめなカー市
軽自動車が集まり、
食品加工品や農産加
工品、総菜を販売し
ます。

問 雲南市商工会　☎0854-45-2405
時 10時～

9月29日（日）
道の駅赤来高原　集合
第13回 銀山街道ウォーキング

銀が運ばれた道を踏みし
める旧街道コースと戦国
時代に防衛の要となった
城跡登山コース。

問 赤名地域まちづくり連絡会事務局（赤名公民館内）　
☎0854-76-3100

時 9時～

10月6日（日）
雲南市三刀屋町

雲南市周辺のものづくり工房・店舗
普段は入れないもの
づくりの現場を巡る
スタンプラリーを今
年も開催！体験等お
楽しみに
時 9時～17時
参
問

なし　※体験料は別途必要

参 500円

ふるさと未来希望図プロジェクト実行委員会事務局
（チェリヴァホール内）　☎0854-42-1155

9月28日（土）～29日（日）
名工探訪2019
～さぁ、ものづくりの旅に出よう～

入一般 2,000円
学生 800円

奥出雲町

横田コミュニティセンター　大ホール

糸賀修平里帰りコンサート
～神話の里に響くオペラのうたごえ～

おしゃべりを交えながらクラ
シック音楽の楽しさ、テノー
ルの魅力をお届けします。

問奥出雲町文化協会
（奥出雲町役場教育魅力課内）☎0854-52-2672

10月5日（土）

時 18時〔開場〕
18時30分〔開演〕

入一般前売1,000円
一般当日1,200円
高校生以下無料

チェリヴァホール２階ホール
今年創立20周年を迎えた劇団Ｙプロジェクトの代
表作を上演します。
時 13時30分〔開場〕

14時〔開演〕

問劇団Ｙプロジェクト　☎090-8065-1325

9月29日（日）
劇団Ｙプロジェクト
舞台「ケータイ・クローン2019」

雲南市木次町

雲南市、奥出雲町、松江市

掛合中学校グラウンドと周辺
恒例のむかで駅伝・子むかで競走！力自慢、かけや太鼓揃い打ち、食の名店も勢揃い！
時 9時～15時30分
問掛合町ふるさとまつり実行委員会事務局（掛合総合センター自治振興課内）　

☎0854-62-0300

第37回 掛合町ふるさとまつり
雲南市掛合町10月13日（日）

道の駅掛合の里　緑地公園
駅鈴がリニュー
アルした道の駅
「掛合の里」緑
地公園がイルミ
ネーションで彩
られます。

問掛合交流センター　☎0854-62-0189

10月5日（土）～12月1日（日）
ＫＡＫＥＹＡ　ＩＬＵＭＩＮＡＴＩＯＮ

雲南市掛合町

飯南町
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雲南市木次町

しまね映画祭 in 雲南では、「人生」
「生き方」をテーマに描かれた３
作品を上映します。

問チェリヴァホール　☎0854-42-1155

10月26日（土）～27日（日）

チェリヴァホール３階大会議室

チェリヴァホール２階ホール

人形劇「ふたりのお話」

「しまね映画祭 ｉｎ 雲南
～山懐に抱かれて・
神宮希林  わたしの神
様・ＬＵＣＫＹラッキー～」

子どもから大人まで楽しめる素朴
で親しみやすい作品。ご家族でお
楽しみください。

時 26日19：00「ＬＵＣＫＹ」、27日10：30「山懐に
抱かれて」、14：00「神宮希林  わたしの神様」

10月22日（火・祝） 雲南市木次町

10月20日（日）

入一般前売1,000円、シニア（60歳以上）・小中高生
・障がい者手帳保持者前売500円
※当日200円増
※ ２作品以上ご覧の方は、半券のご提示でお得に
　ご覧いただけます。
　一般800円。シニア・小中高生・
　障がい者手帳保持者300円。

大東地域交流センター

東三瓶フラワーバレー

チェリヴァホール２階ホール

よいとこ戦隊ダイトレン
ジャーショーなどのス
テージイベント、テント
村、文化展など。

東三瓶フラワーバレーの
広大な花畑に約100万本
のコスモスが咲き誇りま
す。

全国で公演してきた人形劇を
通して見えてきた子どもの姿
など、笑いあり感動ありの講
演。

時

時

10時～16時

10時～15時

問

問

大東よいとこ祭実行委員会事務局（大東総合セン
ター自治振興課内）　☎0854-43-8160

第29回東三瓶コスモス祭り実行委員会（飯南町役
場地域振興課）　☎0854-76-2864

入 500円  ※要事前申し込み
時 18時30分～

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

入一般800円、 子ども500円
（※1歳以上） ※要事前申し込み  ※定員100名

時 10時～10時50分 

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

10月20日（日）

10月13日（日）

ＵＮＮＡＮアートスタート2019
人形劇団ひぽぽたあむ代表 永野むつみ講演会

ＵＮＮＡＮアートスタート2019
人形劇団ひぽぽたあむ

チェリヴァシアター

雲南市大東町

飯南町

雲南市木次町

加茂健康福祉センター「かもてらす」駐車場及
び館内
ステージイベント、テ
ント村、キッズパーク、
作品展示など、盛りだ
くさんです！

時 10時～14時30分
問加茂総合センター自治振興課　☎0854-49-8601

第６回 加茂よっといで祭り
雲南市加茂町10月27日（日）

第37回 大東よいとこ祭

さくらおろち湖　ボート競技施設駐車場
吹奏楽や太鼓、神楽など
のほか、フォトコンテス
トの表彰や児童の絵画展
示を開催します。

10時～15時
さくらおろち湖祭り実行委員会事務局（ＮＰＯ法人
さくらおろち内）　☎0854-48-9050

10月20日（日） 雲南市木次町

さくらおろち湖祭り2019

第29回 東三瓶コスモス祭り

「感動すること、育つこと」

時
問
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奥出雲町亀嵩　玉峰山
紅葉登山を楽しんだ後、
玉峰山管理棟広場できの
こ汁をどうぞ！玉峰山荘
の入浴券付き。

第60回 玉峰山紅葉登山
11月3日（日・祝） 奥出雲町

時
参

問

9時30分～
一般（中学生以上）
500円、小学生以下
100円

奥出雲町立亀嵩公民館　☎0854-57-0616

奥出雲町内の参加店舗等

木次小学校

この時期にしか味わ
えない新そばや貴重
な在来種「横田小そ
ば」を堪能してくだ
さい。

絶品グルメや特産品
が集まったテント
市。各種イベントを
開催しますのでご来
場ください。

奥出雲そば街道2019新そばまつり

第37回 きすきがっしょ祭り

11月2日（土）～17日（日）

11月3日（日・祝）

奥出雲町

雲南市木次町

問

問

奥出雲役場産業振興課　☎0854-54-2513

きすきがっしょ祭り実行委員会（木次総合センター
自治振興課内）　☎0854-40-1080

時 10時～15時

三刀屋文化体育館アスパル
第40回 みとやっこまつり

梅が香音頭踊り、ス
テージイベント、文
化作品展、特産品販
売などあります。

問 みとやっこまつり実行委員会（三刀屋総合センター
自治振興課内）　☎0854-45-2111

雲南市吉田町

雲南市三刀屋町

時 9時30分～

第15回 ななかまどフェスタ
地元戦隊ショーなど
のステージ、テント
村のグルメ、文化展
での作品展示などを
開催。

問 ななかまどフェスタ実行委員会事務局（吉田総合セ
ンター自治振興課内）　☎0854-74-0211

10月27日（日）

10月27日（日）

吉田交流センター周辺

奥出雲町役場横田庁舎前
多彩なイベントと奥
出雲の美味しいもの
が大集合！ぜひお出
掛けください。

時
問

9時30分～
商工まつり実行委員会　☎080-2946-1878

11月3日（日・祝） 奥出雲町

横田地域商工まつり

時 9時～14時

雲南市吉田町

時 10時～14時

第15回 日本たまごかけごはん
シンポジウム
日本の食の定番「た
まごかけごはん」を
皆さまぜひ会場に食
べに来てください。

問日本たまごかけごはんシンポジウム実行委員会事
務局（株式会社吉田ふるさと村内）　
☎0854-74-0500

10月27日（日）

吉田勤労者体育センター

入大人（中学生以上）300円、小学生 100円
未就学児無料
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奥出雲町

飯南町

奥出雲町立町民体育館

飯南町内複数箇所

どんどん奥出雲

みんなで灯そうスノーキャンドル
～冬のつどい～

仁多乃炎太鼓が迫力
ある演奏を披露。つ
わの太鼓や一響館
「侍」などの演奏も
お楽しみに！

可愛い雪像を作った
り雪遊びをしなが
ら、キャンドルにあ
たたかい火を灯しま
しょう。

問どんどん奥出雲実行委員会　☎090-2290-5902

問国道54号活性化アクションプラン推進協議会
（山本）　☎080-2880-7365

11月24日（日）

1月25日（土）

時 12時30分〔開場〕
13時〔開演〕

参前売500円、当日700円

チェリヴァホール
舞台部門には奥出雲町出身のオ
ペラ歌手・糸賀修平氏をゲスト
に迎え、展示は華展を実施。

第10回記念雲南市総合芸術文化祭

12月7日（土）～8日（日）
12月8日（日） 雲南市木次町

華 展展示部門

舞台部門 歌・童謡

問雲南市文化協会事務局（チェリヴァホール内）
☎0854-42-1155

※チケット発売 10月下旬より

入舞台部門
　一般前売1,500円

（当日2,000円）
　高校生以下前売500円

（当日1,000円）

2020年

飯南町

琴引フォレストパークスキー場
ＯＰＥＮ
人工造雪でシーズン
中楽しめる豊富な
コースは家族連れや
スノーボーダーにも
大人気。
問琴引フォレスト

パークスキー場　☎0854-72-1021

12月13日（金）

三井野原葦
あしはら
原ゲレンデ

シーズン中の安全を祈願
します。なだらかな斜面
はファミリー・初心者に
ぴったり！

問奥出雲町役場商工観光課　☎0854-54-2504

12月21日（土） 奥出雲町

三井野原スキー場開き

時 9時30分～13時

道の駅掛合の里駐車場
呉市音戸町からの直送かきの即
売、地元特産品販売。

問掛合町ふるさとまつり実行委員会事務局（掛合総
合センター自治振興課内）　☎0854-62-0300

1月26日（日） 雲南市掛合町

第33回 かきまつり

時

時

1日２回上映

15時～

チェリヴァホール 2階ホール
懐かしの名作映画。抒情的な作風で魅了した木下恵
介監督の珠玉の４作品を上映します。

入
問

一般各日500円、高校生以下無料
チェリヴァホール　☎0854-42-1155

1月18日（土）～19日（日）
雲南市木次町

チェリヴァシアター優秀映画観賞会
～カルメン故郷に帰る・二十四
の瞳・野菊の如き君なりき・喜
びも悲しみも幾年月～

2020年

チェリヴァホール
雲南神楽フェスティバル
雲南市内の神楽団体
が共演します。高校
生以下は無料です。
ぜひファミリーでど
うぞ。

問雲南市観光振興課　☎0854-40-1054

2月23日（日） 雲南市木次町

10時～16時30分（予定）
入一般前売1,000円（当日1,300円）、高校生以下無料
時
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米ぬか油を使用したライス
インキで印刷しています。

（掛合町）

日本の滝百選「八重滝」
　雲南市掛合町の八重滝は、渓流に沿って趣の違う八つの滝が
連なる名瀑です。同じ掛合町の龍頭が滝と共に日本の滝百選に
選定されています。
　遊歩道沿いには広葉樹が多く、紅葉シーズンは絶好の撮影ス
ポットです。
　また、近くの八重山神社は牛馬の神様を祀ることから近年は
ペットの健康を願う人も訪れています。
　急な石段を上った先に投げ入れ堂のような社殿が鎮座してお
り、健脚の方には一見の価値があります。珍しい形状の狛犬に
も注目してください。


