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出雲市の新型コロナウイルス対策

2020年5月11日 第１回議会（臨時会）
第１回予算補正（コロナ対策）

2020年5月25日 第２回議会（臨時会）
第2回予算補正（コロナ対策）

2020年6月9日～ 第３回議会（定例会）

約226億円

2020年6月9日～ 第３回議会（定例会）
第3回予算補正、第４回予算補正（コロナ対策）

2020年7月30日 第４回議会（臨時会）
第5回予算補正（コロナ対策）

2020年8月31日 第5回議会（定例会）
第6回予算補正、第7回予算補正（コロナ対策）
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第１回議会（臨時会） 2020年5月11日

第１回予算補正（コロナ対策）約179億円

特別定額給付金事業（約17万5千人×10万円）
子育て世帯臨時特別給付金事業
小学校管理費小学校管理費
中学校管理費
幼稚園管理費
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第２回議会（臨時会）2020年5月25日

第2回予算補正（コロナ対策） 約13億円
【産業分野】

⑴ 中小企業緊急支援給付金
⑵ 地域商業等再起支援事業
⑶ 商工団体等事業継続支援

（１ページ目）

⑶ 商工団体等事業継続支援
⑷ 農林水産物販売活動支援
⑸ 中小企業融資資金貸付

【生活分野】
⑴ 生活資金支援給付金事業
⑵ 住居確保困難者支援給付
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第２回議会（臨時会）2020年5月25日

【子育て分野】
⑴ ひとり親世帯等臨時給付金
⑵ 就学援助事業

【教育分野】
⑴ ＩＣＴ教育環境整備事業

（２ページ目）

⑴ ＩＣＴ教育環境整備事業
⑵ 学力向上推進事業

【その他】
新型コロナウイルス感染症対策基金積立
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第３回議会（定例会）2020年6月9日～

第４回予算補正（コロナ対策）約１０億円
【産業分野】

⑴ 中小企業緊急支援給付金（拡大）
⑵ タクシー事業者等特別支援給付金事業
⑶ 宿泊施設特別支援給付金事業

（１ページ目）

⑶ 宿泊施設特別支援給付金事業
⑷ 事業者向け相談窓口設置事業
⑸ 飲食店感染症予防支援事業
⑹ 出雲の飲食店応援プレミアム付食事券発行事業
⑺ 観光業応援クーポン券発行事業
⑻ Go Ｔo 出雲キャンペーン事業
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第３回議会（定例会）2020年6月9日～

【防災分野】
避難所における感染症予防資機材の購入経費

【情報分野】
デジタルファースト推進事業

【健康福祉分野】

（２ページ目）

【健康福祉分野】
⑴ 妊産婦支援給付金事業
⑵ 障害者総合支援法施行事業
⑶ 意思疎通支援事業

【教育分野】
小学校管理費・中学校管理費
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第４回議会（臨時会）2020年7月30日

第5回予算補正（コロナ対策）約20億円

【産業分野】
⑴ 地域商業等再起支援事業
⑵ 出雲の飲食店応援プレミアム付食事券

（１ページ目）

⑵ 出雲の飲食店応援プレミアム付食事券

【子育て・福祉分野】
⑴ 国 ・ひとり親世帯等臨時給付金事業
⑵ 各種児童福祉施設管理運営費
⑶ 生活資金支援給付金
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第４回議会（臨時会）2020年7月30日

【教育分野】
⑴ ＩＣＴ教育環境整備事業
⑵ 校舎リフレッシュ事業
⑶ 学校図書館活用事業
⑷ 小・中学校管理費幼稚園管理費

（２ページ目）

⑷ 小・中学校管理費幼稚園管理費
⑸ 会計年度任用職員等

【その他】
各種指定管理施設管理運営費
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第5回議会（定例会）2020年8月31日

第7回予算補正（コロナ対策） 約4億円
【産業分野（交通・観光）】

⑴ 一畑電車活性化事業
⑵ 出雲生活バスサービス
⑶ 出雲空港整備利用促進

（１ページ目）

⑶ 出雲空港整備利用促進
⑷ 冬の出雲誘客キャンペーン

【教育分野】
修学旅行費支援事業
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第5回議会（定例会）2020年8月31日

【子育て分野】
⑴ 保育所・放課後児童クラブ等従事者応援協力
⑵ 乳幼児健康診査事業

【その他】

（２ページ目）

【その他】
⑴ 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策
⑵ 新型コロナウイルス感染症対策基金積立
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補正予算の内訳（歳出）
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補正予算の内訳（歳入-1）
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補正予算の内訳（歳入-2）
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コロナ対策補正予算の内訳（歳入歳出分野別）
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コロナ対策補正予算の内訳（歳出分野別）
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コロナ対策補正予算の内訳（歳入歳出分野別）
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コロナ対策補正予算の内訳（歳出分野別）
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コロナ対策補正予算の内訳（歳入歳出分野別）
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出雲市への割り当て：約23.5億円



中小企業等緊急支援給付金事業
支給対象： 市内中小企業者

対象月の売上が、前年の同じ月と比較して、以下の①

か②のどちらか

①50％以上減少している月がある

②30％以上50％未満減少している月がふた月ある

支給金額：法人：20 万円 個人事業者：10 万円
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支給金額：法人：20 万円 個人事業者：10 万円

給付金予算額： ８,３億円

支給実績（令和2 年10 月19日現在）

売上減少率 支給決定件数 支給金額

法人 １,０３５件 ２,０７億円

個人事業者 ２,０１０件 ２,０１億円

合計 ３,０４５件 ４,０８億円約５０％

出雲市事業者数
中小企業者 ６,００９者



出雲市地域商業等再起支援事業補助金

支給対象： 小売業、宿泊業、飲食サービス業、

生活関連サービス業、娯楽業、鉄道業、

道路旅客運送業、水運業

補助対象経費： ①感染防止対策に係る経費

（飛沫拡散防止設備導入、業務用マスク購入など）

②新事業展開に係る経費
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②新事業展開に係る経費
（テイクアウト・デリバリー等への対応経費など）

令和2 年4 月7 日から12 月31 日までの経費（延長）

受付期間：１０月８日(木)～１１月３０日(月) 第３次募集中

補助額： 4/5 以内 補助上限 80万円（下限8万円）

予算額： ７億円

採択実績： 900件 約４,５億円



令和２年度一般会計予算（国）
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国のコロナウィルス対策予算

◆２次補正 6/12成立

約３１,９兆円
財源 建設公債： ９,３兆円

特例公債：２２,６兆円

◆１次補正 4/30成立

約２５,７兆円
財源 建設公債： ２,３兆円

特例公債：２３,４兆円
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令和2年度一般会計補正予算の総額は、
第1次補正予算によって25兆6,914億円増加
第2次補正予算によって31兆9,114億円増加

合計 ５７,６兆円増加
補正後予算の総額は160兆2,607億円となった。



令和２年度予算に関する緊急提言書
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2020年5月11日 出雲市長へ提出

出雲市議会 自民協議会
•感染症の広がりを抑えるための対策

•相談窓口等の対応強化と支援

•産業支援、困窮者支援

•生活様式の変化への対応

•議会費の減額補正



新型コロナウィルス感染症対策の
迅速かつ総合的な取組を求める決議
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令和2年5月11日 出雲市議会決議

• 体制強化と周知の徹底

• 正確で迅速かつ適切な収集と公開

• 緊急事態の収束に向けた対策を最優先すること

• 予算補正を行うこと



新型コロナウイルス感染症拡大に伴う
観光関連事業者への影響緩和のための陳情
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■陳情第2号
受理日 令和2年5月29日

提出者 一般社団法人 出雲観光協会 会長 今岡一朗 他17名

付託先 環境経済委員会（令和2年6月22日委員会にて採択）



新型コロナウィルスによる自粛状況に伴う
夜の繁華街に対しての支援に関する陳情
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■陳情第3号
受理日 令和2年5月29日
提出者 出雲ナイトビジネス協議会 会長 高木隆慈
付託先 環境経済委員会（令和2年6月22日委員会にて採択）



環境経済常任委員会（定例会）

◆令和2年度第5回定例会（9月11日）
・土地の取得について（古志スポーツセンターグラウンド及び駐車場拡張事業用地）

◆令和2年度第3回定例会（6月22日）
・新型コロナウイルス感染症拡大に伴う観光関連事業者への影響緩和のための陳情

委員長：湯淺 啓史 副委員長：玉木 満 後藤 由美 議員 原 正雄 議員 飯塚 俊之 議員 勝部 順子 議員
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・新型コロナウイルス感染症拡大に伴う観光関連事業者への影響緩和のための陳情

・新型コロナウィルスによる自粛状況に伴う夜の繁華街に対しての支援に関する陳情
◆令和元年度第5回定例会（3月10-11日）
・令和２年度予算

◆令和元年度第4回定例会（12月12日）
・公の施設の指定管理について

◆令和元年度第3回定例会（9月27日）
・工事請負契約の締結について（古志８６号線道路改良工事（５工区））

◆令和元年度第3回定例会（9月11日）
・工事請負変更契約の締結について（古志８６号線外道路改良工事（６工区））

◆令和元年度第2回定例会（6月25日）
・出雲いりすの丘公園の整備における用地交渉に係る和解について



環境経済常任委員会（課題検討）
環境経済委員会視察（R2.7.28）

・次期可燃ごみ処理施設本体工事及び周辺
整備の状況視察

環境経済委員会（R2.1.28）
・観光課業務及び観光協会との連携について

環境経済委員会（R元.11.18）
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環境経済委員会（R元.11.18）
・水道施設の現地視察

（向山配水池、来原浄水場）
・水道料金等の改定について、出雲市汚水

処理施設整備計画（概成計画）について

環境経済委員会（R元.9.11）
・次期可燃ごみ処理施設について



環境経済常任委員会（課題検討）
環境経済委員会視察調査（R元.7.23～）

・兵庫県朝来市
産業連関表作成とその活用について

・ 奈良県桜井市
大神神社を中心とした観光振興施策

・奈良県橿原市
観光振興施策と外国人大学生の誘致に
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観光振興施策と外国人大学生の誘致に
向けた取り組みについて

・大阪府八尾市
ＲＥＳＡＳ等を活用した市内産業構造の
分析及び地域産業の活性化
のための施策立案について

環境経済委員会（R元.7.11）
市内中小・小規模企業実態調査の結果について
市内中小・小規模企業振興モデル事業の実施について



出雲市中小・小規模企業振興モデル事業

◆「出雲市地場中小企業・小規模企業振興基本条例」
2017/3 議員提案により制定
市内の中小企業・小規模企業の振興により、地域経済の持続的な発展を
図ることを目的

◆「出雲市地場中小企業・小規模企業振興会議」
2017/7 条例に基づき設置
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2017/7 条例に基づき設置

◆「出雲市中小企業・小規模企業振興計画」
2018/8 振興会議により策定

◆「出雲市中小・小規模企業振興モデル事業」
2019/8より現在２期目 公募により事業募集し予算化



一般質問（R1-R２）
2019年6月19日（R元年度６月議会）から2020年9月7日（R2年度９月議会）

「都市計画税は速やかに廃止すべきではないか」
「20年後を支える人材をどのように育成していくか」
「出雲市の人口ビジョンについて」
「国際交流を推進する取り組みについて」
「デジタルファーストを実現する体制を問う」
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「デジタルファーストを実現する体制を問う」
「災害時等の避難所について」
「島根半島・宍道湖中海ジオパークの取り組みについて」
「幼児期から小中学校でのフッ化物洗口の取り組みについ
て」
「市が行う契約、調達等について」
「新体育館建設と旧体育館除却の考え方と費用について」



NPO法人空き家相談センター
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■出雲市との空き家対策に関する連携協定締結
調印式 令和2年7月21日

空き家等の発生予防、適正管理、利活用などを効率的かつ総合的
に推進することを目的とする



NPO法人空き家相談センター
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ジオパーク推進協議会（出雲市議会内）
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ジオパーク推進協議会（出雲市議会内）

◆令和元年8月8日（木）

講演「島根半島の魅力・ジオパークから学ぶ持続可能な地域づくり」
講師 島根大学 大学院教育学研究科教授 松本一郎 氏

◆令和元年10月24日（木）

島根半島・宍道湖中海ジオパークの現地視察（日御碕地区）

◆令和元年11月8（金）～9（土）

隠岐ユネスコ世界ジオパーク現地視察（日御碕地区）

37

◆令和2年3月13日（金）

隠岐ユネスコ世界ジオパーク視察(11月)の報告
「島根半島・宍道湖中海ジオパーク」ＶＲ動画の視聴及び活用方法について
日本ジオパーク全国大会の概要について

◆令和2年8月20日（木）

講演：「国引きの大地！島根半島・宍道湖中海ジオパーク
（出雲国風土記の自然と歴史に出会う大地）の概要と今後の展開」

講師：小林 祥泰 氏
島根半島・宍道湖中海（国引き）ジオパーク推進協議会 副会長



出雲市の課題

■昭和のビジネスモデルの放置
市街地の無秩序な拡大と空き家の放置
立地適正化計画の未着手農業
農地転用、農地利用
行財政改革の頓挫

市の将来像と方向性が共有されていない
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行財政改革の頓挫

■課題への対応の遅れ
エビデンスに基づく政策決定の欠如
地域産業振興、地域経済循環への取り組み
個人消費の流出
出生数の低下、若者の流出
移民政策の欠如
地域包括ケア体制の未構築
職員の士気の低下、無力感地域整備計画の見直し



令和２年度一般会計予算（国）
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出雲市の財政の構成（歳出／目的別）

R2年度当初

民生費：
障がいのあるかたや高齢者に対
する福祉の充実、子育て支援な
どの経費

衛生費：
環境保全、疾病予防、健康増進
などの経費

教育費：
学校教育・生涯学習の充実、
文化・スポーツ振興などの経費



出雲市の財政の構成（歳入）


