
計画策定時 目標値

平成23年度末
実績値

平成28年度末
目標値

防災行政無線による情報伝達可能範囲
※全世帯に対する可聴可能な世帯の割合

22% 36% 34% 概ね目標達成に向かっている。

防災訓練等への参加者人数（年間） 1,000人 1,500人 1,043人
参加人数は、ほぼ横ばいであるが、内容の充実に努
め、より実践的な訓練を実施している。

市民・職員向け防災研修会等の年間の開催回
数

10回 20回 30回
市民の防災意識の高まりにより、地域における研修会
等の開催数も引き続き高い数値となっている。

配備から15年以上経過した消防車両台数
※旧式の消防車両の更新を進める

11台 6台 7台
消防車両の機能統合等に今年度から着手し、目標達成
に向かっている。

　本市では、平成２４年度を初年度とし平成３３年度を目標年度とする出雲市のめざすべきまちづくりの将
来像を示した、出雲市総合振興計画『新たな出雲の國づくり計画「出雲未来図」』をもとに６つの基本方策を
掲げ、まちづくりを進めています。
　また、計画期間を前期、後期それぞれ５年間に分けて、各分野の具体的な施策の実施状況をわかりやす
くお伝えするため、身近な数値を用いた指標で数値目標を設定し、事業進捗に努めています。
　今回、前期計画（平成２４年度～平成２８年度）の４年目にあたる平成２７年度の実施状況をとりまとめま
したのでお知らせします。

防災都市の整備

項　　　　　　　目
平成27年度末

実績値
コ　メ　ン　ト

出雲市総合振興計画『新たな出雲の國づくり計画「出雲未来図」』の
進捗状況をお知らせします

　　　　　　　　安全･安心都市の創造

将
来
像
実
現
の
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め
の
６
つ
の
基
本
方
策

安全・安心都市
の創造

産業・観光都市
の創造

環境・文化都市
の創造

交流拠点都市の
創造

健康・福祉都市
の創造

人材育成都市の
創造

「防災都市の整備」「地域内交通対策」「ゆとりと潤いのある居住空間の整備」「情報を共有できる
高度情報通信社会の実現」

「商工・サービス業の振興と発展」「農林水産業の振興と発展」「特産品開発とブランド化の推
進」「歴史文化遺産と観光資源の発信」「観光ネットワークの整備と拡充」

「環境先進都市の構築」「地球温暖化・省エネルギー対策」「芸術文化・スポーツの振興」

「都市機能の充実」「広域交通網の整備」「地域内幹線道路の整備」「広域連携・他圏域との交
流」

「生涯にわたる健康づくりの推進」「ぬくもりのある福祉サービスの充実」「地域特性を生かし
た医療体制の充実」「保健・医療・福祉の連携強化」

「子ども・若者の育成・支援」「お互いを思いやり、尊重しあうまちづくりの推進」「生きる力と夢
を育む教育体制の充実」「地域を支えるひとづくりと住民参画の推進」

1



計画策定時 目標値

平成23年度末
実績値

平成28年度末
目標値

救命講習修了者数
※平成18年度からの累計数

16,130人 35,000人 23,499人

修了者数は目標を達成していないものの、救急講習の
受講者を加えると延87,611人となり、多くの市民が受講
している。平成26年度に奥田儀地区、平成27年度には
伊野地区で救急初期対応者体制が発足するなど市民と
連携して救命率の向上を図っている。

消防団装備（防火衣、防火長靴、防火手袋）の
配備数

0式 160式 90式

装備充実強化に向けて、平成２７年度は防火衣を配備
した。引き続き配備を行い前期計画目標値を概ね満た
す数字となる見込みである。最終的には以降8か年をか
け800式を整備予定。

消防団施設の整備数
　①コミュニティ消防センター
　②小型ポンプ格納庫

①　0棟
②　0棟

①　2棟
②　3棟

①　2棟
②　3棟

前期計画策定後、財政計画の見直しに伴い、地域防災
力の向上を図るため先行して目標を達成した。今年度
中の消防CC・格納庫建設により、目標を超える達成状
況となる見込みである。

消費生活及び暮らしの相談件数（年間） 528件 1,000件 1,197件

平成24年度から相談件数は増加傾向にある。増加理由
として、相談窓口の認知度向上と消費生活のトラブル増
加の両面が考えられるが、相談窓口は消費者の安心に
つながっている。

消費者問題出前講座参加人数（年間） 227人 250人 184人

自治会等の要請により出前講座を行っており、平成27
年度は、11回開催した。開催数が前年より２回減り、小
規模な集会のみの開催となったため、参加者が減り、目
標を下回った。

一畑電車の年間利用者数 136.8万人 140.0万人 139.7万人
出雲大社の平成の大遷宮効果も薄れ、観光客利用の
減少に伴い、140万人を割り込んだ。

上水道　管路の耐震化率（％）
※耐震管延長／管路総延長

3.8％ 7.0％ 8.1%

平成26年度に管路更新計画を作成し、管路更新に合わ
せて耐震管への布設替を進めてきた。今回、前期目標
を達成できたが、今後も引き続き管路の耐震化を進め
ていく。

簡易水道事業の数
※全ての簡易水道事業を平成28年度までに上
水道事業へ統合

17地区 0地区 12地区
平成28年度末に12簡易水道事業を水道事業に統合す
る予定であり、順調に進捗してる。

汚水処理人口普及率
※供用人口／出雲市の人口

77.8% 82.6% 85.4%
人口が集中している区域を重点的に整備を進めてきた
ことによって、目標値以上に事業成果が発現できた。

本市地籍調査事業進捗指数
※本市調査対象面積は583k㎡

48％
282k㎡

51％
297k㎡

50％
293k㎡

着実に目標達成に向かっている

携帯電話の不感地域世帯数
15地域

128世帯
0地域
0世帯

2地域
4世帯

ほぼ目標を達成した。

ホームページ年間アクセス数 1,150千件 1,300千件 1,125千件
トップページのアクセス数は伸びていないが、ホーム
ページ全体のアクセス数は平成27年度実績で3,263千
件であり、対前年比で約15％増となっている。

電子申請等利用件数（年間） 4,507件 6,000件 8,058件
イベント関係の申請件数の伸びに加え、ふるさと納税の
申込みを電子申請で受け付けるようにしたことなどか
ら、申請件数が増加した。

地域内交通対策

項　　　　　　　目
平成27年度末

実績値
コ　メ　ン　ト

ゆとりと潤いのある居住空間の整備

情報を共有できる高度情報通信社会の実現
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計画策定時 目標値

平成23年度末
実績値

平成28年度末
目標値

工場等の新増設件数（累計）
※年間2件以上の新増設（条例に基づく立地計
画認定）が目標

- 10社 22社
平成24年度、平成26年度に市の優遇制度の拡充（上限
額引き上げ、ソフト産業の増設追加）により、工場、事業
所の新増設が大幅に増加した。

工場等の新増設による雇用創出（累計）
※新増設1件当たり10人以上の雇用創出が目標

- 100人 771人
平成24年度、平成26年度に市の優遇制度の拡充（上限
額引き上げ、ソフト産業の増設追加）による工場等の新
増設の増加に伴い、雇用創出が促進された。

経営改善計画策定件数（累計）
※中小企業への経営支援

- 100件 209件
地域経済を支える小規模事業者が持続的発展を図るた
め、市内商工団体や金融機関等による計画策定支援が
実施された結果による。

雇用創出人数（累計）
※達成状況は正規雇用比較

- 700人 1,256人
企業誘致のほか、新規就農者支援や介護分野など
様々な分野における就労支援の取組の成果と思われ
る。

出雲ブランド商品認定制度による認定数（累計） 6件 16件 16件
出雲ブランドにふさわしい商品が申請・認定されたた
め。

空き店舗数
※空き店舗活用支援事業対象地域の空き店舗
数

49軒 25軒 26軒
概ね計画どおり推移しており、空き店舗活用関係の補
助事業等の実施成果と思われる。

農商工・産学官・企業間連携事業の取り組み件
数（累計）
※市のマッチングによる連携事業の取組件数

- 7件 29件

島根大学医学部との連携を密にし、講演会等により、
「やさしい医工連携」への中小企業の参加を促した。な
お、講演会効果により、直接医学部に相談するケースも
増えている。

耕作放棄地の面積 303ha 290ha 297ha
目標達成のため、農地パトロールを通じて遊休農地の
解消に向け指導に努めている。

多面的機能支払交付金（農地維持支払）の交付
対象面積

4,830ha 4,900ha 5,348ha
積極的な広報活動をした結果、目標値を超える申請が
あった。

作業路網密度
※民有林面積1haあたりの林道・作業道の延長

6.3m/ha 7.0m/ha 7.5m／ha
森林資源が利用期を迎え、有利な国・県の補助事業の
活用により、森林作業道の開設が加速された。

民有林面積に占める森林経営計画樹立森林面
積の割合

0% 30% 25.2%
目標達成へ向けて推移しているが、引き続き森林組合
と協力しながら、森林経営計画の樹立に努める。

シカ生息頭数
①出雲北山山地：シムバンビによる推計値

950頭 180頭

①シムバンビ：未
実施、ベイズ法に
基づく推計：359

頭～951頭

捕獲状況は、平成24年度471頭、25年度675頭、26年度
642頭、27年度572頭と確実に実績を上げており、引き
続き捕獲によって目標である生息頭数180頭を目指す。

シカ生息頭数
②湖北山地：区画法による推計・中央値

564頭 0頭

②区画法：151頭
～333頭、ベイズ
法に基づく推計：
922頭～1,869頭

捕獲状況は、平成24年度1,294頭、25年度1,478頭、26
年度1,001頭、27年度854頭と確実に捕獲実績を上げて
おり、引き続き捕獲によって目標である非生育域を目指
す。

魚価
※市内で水揚される水産物の平均単価

528円 540円 538円 市場において魚価の持ち直しが見られている。

滑り材設置漁港数の増加
※市管理漁港への設置数

1漁港 3漁港 4漁港
就労環境の改善や作業時間の短縮等を図り、安全かつ
安心な漁業活動の推進に取り組むため、船揚場の改善
に取り組んだ。

農業・年間の新規認定就農者数
※5年平均

3人 6人 5.6人
市農業支援センターを中心に県・ＪＡなど関係機関と連
携しながら、引き続き新規認定就農者の確保、育成に
取り組む。

農林水産業の振興と発展

平成27年度末
実績値

コ　メ　ン　ト

　　　　　　　　産業・観光都市の創造

商工・サービス業の振興と発展

項　　　　　　　目
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計画策定時 目標値

平成23年度末
実績値

平成28年度末
目標値

林業・年間の新規就労者数
※5年平均

4人 6人 7人
新規就労者の確保・育成に対する各種支援制度等の活
用により、林業事業体（認定事業主）において新規雇用
が促進された。

水産業・年間の新規認定就労者数
※5年平均

2人 4人 2人
助成事業の活用を推進する等、引き続き新規認定就労
者の確保、育成に取り組む。

出雲産や県内産食材の使用を心がけている市
民の割合
※平成22年度実施した出雲市食育に関するアンケート

41.2％
（平成22年度末）

60% - 平成２８年度中に調査の実施を予定している。

（水産）ブランド開発支援事業の取り組み件数 0件 3件 2件
助成事業の活用を推進する等、引き続きブランド開発支
援に取り組む。

市民満足度調査「出雲ブランド化の推進（地域
の魅力情報発信）」の「満足度」
※「満足している」と「どちらかといえば満足している」
の割合

21.8% 32.7%
26.2%

(H28.6調査)
出雲ブランドが徐々に浸透してきている。

「日本の心のふるさと出雲」応援寄附件数（年
間）

1,382件 5,000件 12,950件

寄附のクレジット決済の導入やふるさと納税制度のＰＲ
を行い、寄附件数の増加を図った。
また、寄附者への進呈特産品を充実するとともに、新た
に限定旅行商品を追加し、寄附件数の増加を図った。

【再掲】出雲ブランド商品認定制度による認定数
（累計）

6件 16件 16件
出雲ブランドにふさわしい商品が申請・認定されたた
め。

観光スポットにおけるおもてなし組織数 7団体 15団体 9団体

観光スポット・エリアにおけるボランティアガイドや「かた
りべ」等の地元組織の設立に向けて、引き続き、地域へ
観光情報を提供し、市民のおもてなしの心の醸成に努
める。

観光入込み客数（年間） 869万人 1,000万人 1,250万人

市内宿泊者数（年間） 47万人 49万人 60万人

計画策定時 目標値

平成23年度末
実績値

平成28年度末
目標値

ごみ排出量（年間） 62,632t 60,117t 60,961t

ごみ削減率 0％
△4.0%

（H29年度末）
△2.7％

コ　メ　ン　ト

出雲大社「平成の大遷宮」により、「出雲」への注目度は
全国的に高まり、平成２７年度の中国横断自動車道尾
道松江線全線開通、出雲・名古屋便就航など新たな路
線開設を追い風として、引き続き高い水準で観光客数を
維持している。また、宿泊者数についても、新たなホテ
ル建設などにより増加傾向にある。

項　　　　　　　目

特産品開発とブランド化の推進

歴史文化遺産と観光資源の発信

観光ネットワークの整備と拡充

環境先進都市の構築

項　　　　　　　目
平成27年度末

実績値
コ　メ　ン　ト

目標値に近づきつつあるが、一層の削減推進が必要。

　　　　　　　　環境・文化都市の創造

平成27年度末
実績値
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計画策定時 目標値

平成23年度末
実績値

平成28年度末
目標値

ごみ再資源化量（年間） 12,239t 13,543t 9,123t

ごみ再資源化率
※ごみ再資源化量／ごみ排出量

19.4%
22.5%

（H29年度末）
15.0%

ごみの最終処分量 9,104t 8,539t 8,237t

ごみの最終処分率
※ごみ最終処分量／ごみ排出量

14.5%
14.2%

（H29年度末）
13.5%

一斉清掃参加者数
※対象：稲佐の浜、長浜海岸、西浜海岸、多伎
海岸、宍道湖、神西湖、斐伊川

10,013人
11,000人

（H29年度末）
10,140人

一斉清掃は、環境意識の高揚に効果的であり、今後も
広報等により参加者の増加を図る。

大気汚染測定値
※代表的な大気汚染物質ＳＰＭ（浮遊粒子状物
質）の測定値

0.015mg/㎥
環境基準値内
（0.1以下）
（H29年度末）

0.014 目標値以内である

類型指定河川水質の環境基準達成率（BOD）
※指定河川：斐伊川、神戸川、平田船川、湯谷
川におけるBOD

100％
（4河川）

100％
（4河川）

（H29年度末）
100%

全ての測定地点で、類型ごとに定められた基準を達成
した。

類型未指定河川水質の市基準達成率（BOD）
※未指定河川：山王川、新内藤川、赤川外9河
川におけるBOD

100％
（12河川）

100％
 （12河川）

（H29年度末）
100%

全ての測定地点で、市独自基準（BOD5mg/l以下）を達
成した。

自動車騒音の環境基準達成率
※騒音規制法第18条（常時監視）に基づく達成
率

100%
100％

 （H29年度末）
100% 全ての測定路線で基準値以内であった。

ダイオキシン類の環境基準達成率
※大気、公共用水域の水質、地下水、土壌等に
おける達成率

100%
100％

 （H29年度末）
100％
（Ｈ26）

全ての測定地点で基準値以内であった。

市主催の環境啓発イベントの参加者数（年間）
※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
13,000人

（H29年度末）
14,827人

広報等の周知や10月の「ポイ捨て禁止月間」に行う「18
万人一掃大作戦」は、地域や学校からの参加者が年々
増加し目標値を達成した。

美化サポートクラブ登録団体数
29団体

（934人）

40団体
（1,200人）

（H29年度末）

32団体
（1,000人）

自主的に美化活動を実施されている企業・団体に情報
提供を行い、加入促進を図っていく。

斐川環境学習センターの利用者数（年間） 3,841人
4,000人

 （H29年度末）
3,455人

魅力ある環境教育や講座を企画し、ホームページや広
報誌を通じて、市民等に利用を呼び掛けていく。

こどもエコクラブ登録団体数 19団体
25団体

（H29年度末）
11団体

未加入ながら独自に環境活動を実施されている小中学
校、幼稚園に情報提供し、加入促進を図っていく。

ゲンジボタルの生息が確認された地区の割合
※市内43地区中、生息確認地区の割合

49％
（21地区）

51％
（22地区）

 （H29年度末）

69.7％
（30地区）

ゲンジボタルが生息できる環境の維持・向上に向け、市
民とともに取り組んでいく。

出雲市で自然繁殖させるトキの数（累計）
※トキ分散飼育センターでの自然ふ化・自然育
すうさせる累計

0羽 25羽 12羽
今後も自然繁殖に取り組み、国の保護繁殖事業に貢献
していく（生まれた3羽中2羽が自然繁殖個体）。

再生可能エネルギー発電設備導入状況（累計）
※木質バイオマス等市外での発電分を含まず

49,669世帯 60,100世帯 60,114世帯

県と協力し、大規模な県有遊休地へのメガソーラー建設
を進めた。補助事業の実施により、住宅用太陽光発電
設備の導入促進が図られた。（木質バイオマス発電へ
の市内からの燃料供給を考慮すると、さらに再生可能
エネルギーによる自給率は高くなる。）

市の事務及び事業から発生するCO₂の排出量
（年間）

8,616t
（H22年度末）

7,997t 7,528t
施設等の統廃合と、事務事業からのエネルギー使用量
(電気、Ａ重油、ガス等)の削減により、CO₂排出量が減
少し目標を達成した。

ごみ排出量の減少に伴い、処分量も微減。
ごみ排出量の削減とともに一層の削減に努める。

地球温暖化・省エネルギー対策

民間のリサイクル収集も広がりつつあり、市の公用収集
における再資源化量は減少傾向にある。

項　　　　　　　目
平成27年度末

実績値
コ　メ　ン　ト
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計画策定時 目標値

平成23年度末
実績値

平成28年度末
目標値

市有施設（事務部門）の電力使用量（年間）
10,935,200

kWh
（H22年度末）

10,115,983
kWh

9,953,540kWh

施設等の統廃合と、省エネ対策（蛍光管の間引き、LED
照明の導入、新型エアコンの設置など）による効果があ
り目標値を達成した。また、夏の平均気温が、Ｈ26年度
と同様に低かったのも要因の一つとして考えられる。

出雲総合芸術文化祭事業鑑賞者数（年間） 6,974人 7,600人 5,824人

平成26年度は、市制施行10周年を記念して開催した
「山本二三展」に、2万人を上回る来場者数があったた
め、大幅に鑑賞者数が増加したものであり、平成27年
度は、例年の状態に戻ったものであるが、歌舞伎の招
致事業について、キャパシティの小さい会館で開催した
影響もあり、鑑賞者数が減少した。

大型スポーツイベント参加者数（年間） 5,571人 6,100人 5,494人
参加者数は横ばいであるが、今後、開催内容に工夫を
して、目標達成に努める。

市民満足度調査「歴史資源や文化財の保護、活
用」の「重要度」
※「どちらかといえば重要でない」「重要でない」「わ
からない」と回答した割合

23.6% 22.0%
21.3%

(H28.6調査)
既に目標値を達成しており、文化財の重要性について
認識が高まっている。

市民満足度調査「歴史資源や文化財の保護、活
用」の「満足度」
※「どちらかといえば満足していない」「満足していな
い」「わからない」と回答した割合

49.4% 47.0%
51%

(H28.6調査)

文化財の認識が高まり、注目された結果、現在の取組
みが不十分と捉えられ満足度が低下した。現在も様々
な取組みを行っているが、今後より住民協働など工夫し
た取組みが必要である。

出雲弥生の森博物館及び荒神谷博物館の入館
者数（年間）

66,016人 75,000人 67,152人

秋に博物館の魅力を紹介するシンポジウムを開催する
とともにSNSを活用して情報発信を図ったが、入館者数
の増につながる効果が得られなかったため、継続してこ
の情報発信を強化していく。

計画策定時 目標値

平成23年度末
実績値

平成28年度末
目標値

出雲河下港（垂水、小津地区）の 取扱出入貨物
量（年間）

168,627t 180,000t 172,159t

出雲河下港（垂水、小津地区）の 利用船舶数
（年間）

217隻 230隻 193隻

出雲縁結び空港就航便の利用者数（年間） 63.7万人 70万人 82.9万人 名古屋便就航（H27年３月末）による増加

市民満足度調査「他市町村との連携の推進（中
海・宍道湖・大山圏域など）」の「満足度」
※「満足している」と「どちらかといえば満足している」
の割合

17.8% 26.0%
18.6%

(H28.6調査)
他市町村との連携状況が徐々に理解されてきている。

平成27年度末
実績値

コ　メ　ン　ト

移出貨物は増加しているものの、公共工事の減少等に
伴う砂利や石灰石の移入貨物量減少により、利用隻数
は減少している。今後は企業に対する利用の働きかけ
を行うとともに、海上自衛艦の寄港や国と連携した物資
輸送訓練の実施等、港の多目的利用に向けた取り組み
を続ける。

広域交通網の整備

項　　　　　　　目

　　　　　　　　交流拠点都市の創造

広域連携・他圏域との交流

芸術文化・スポーツの振興

項　　　　　　　目
平成27年度末

実績値
コ　メ　ン　ト
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計画策定時 目標値

平成23年度末
実績値

平成28年度末
目標値

乳幼児（4か月児）健診受診率 98.0% 100.0% 98.1%

乳幼児（1才6か月児）健診受診率 98.4% 100.0% 97.0%

乳幼児（3才児）健診受診率 97.6% 100.0% 99.2%

高齢者インフルエンザ予防接種接種率 58.0% 60.0% 57.2%
接種者数はそう大きくく変動はないが、対象者数が増え
ているため接種率が伸び悩んだ。
今後も目標達成に向け、啓発に努める。

胃がん検診受診者数 1,978人 2,100人 2,347人

子宮頸がん検診受診者数 4,332人 5,200人 3,936人

乳がん検診受診者数 3,185人 3,700人 3,285人

大腸がん検診受診者数 14,081人 15,800人 13,482人

市民後見人候補者養成（累計）
※H25年度事業開始

- 30人 31人
平成26年度に市民後見人養成講座を実施。
現在31人が市民後見人バンクに登録中。

要支援者名簿情報提供同意者 2,107人 7,500人 4,246人
名簿掲載要件該当者全体の約6割から同意を得てお
り、個別の避難支援計画の策定を進め、さらに施策の
周知を図る必要がある。

相談支援（サービス等利用計画） 92人/月 880人/月 793人/月 利用者全員にサービス利用計画が策定できている。

就労支援（就労移行・継続支援A型・B型） 7,689人日/月 9,730人日/月 9,165人日/月
第4期計画ではほぼ達成済み。
また、施設整備により今後も利用増が見込まれる。

ケアホーム・グループホーム利用者（人/月） 168人/月 215人/月 187人/月
第4期計画ではほぼ達成済み。
また、施設整備により今後も利用増が見込まれる。

児童通所支援（児童発達支援・放課後等デイ
サービス）

884人日/月 2,826人日/月 3,148人日/月
第4期計画ではほぼ達成済み。
施設整備に伴い利用者も増加している。

認知症サポーターの人数（累計） 3,078人 12,500人 11,527人 学校と連携した講座の開催が増加している。

コ　メ　ン　ト

健康診査の目標値は受診率を100％と設定している。未
受診者の理由は全数把握しており、長期療養児（継続し
た医療受診）等継続した支援の必要な乳幼児は、地区
担当保健師が訪問や相談で支援を行っている。

平成27年度末
実績値

　　　　　　　　健康・福祉都市の創造

胃がん検診は、各地区コミュニティセンターで実施して
いることから、地区担当保健師の声がけや地区内での
チラシの回覧など、エリア毎の周知活動を行っている。
地域の健康づくり推進員と共に、がん検診受診の啓発
を行っている。子宮頸がん、乳がん及び大腸がん検診
については、受診者数の増加につながった。今後も働き
盛り年代（職域との連携）への啓発に努める。

項　　　　　　　目

生涯にわたる健康づくりの推進

ぬくもりのある福祉サービスの充実
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計画策定時 目標値

平成23年度末
実績値

平成28年度末
目標値

ふれあいサロンの（延べ）参加者数（年間） 55,000人 57,000人 53,019人

当該数値は、市が支援しているふれあいサロンの参加
者数であり、市民独自開催のサロンは含まれていない。
住民主体による交流活動は様々な場所で開催されてい
る。

国民健康保険特定健康診査の受診率 39.9% 60.0% 41.5%
目標達成に向けて、今後も受診率向上対策に取り組ん
でいく。

健診・人間ドック受診件数（年間）
※総合医療センターで各種健診及び人間ドックを受
診した件数

8,741件 9,015件 10,916件
健康に対する住民の意識の高まりや、スタッフの接遇面
の向上の取り組みにより、受診件数を増やすことができ
た。

計画策定時 目標値

平成23年度末
実績値

平成28年度末
目標値

子育て支援センター施設数 10施設 10施設 10施設
子育て支援の拠点施設として、乳幼児のいる子育て中
の親子の交流や育児相談、情報提供を行っている。

保育施設（保育所・認定こども園（保育所枠）の入
所定員

4,957人 5,508人 5,450人 目標に向けて順調に推移している。

放課後子ども教室の実施箇所数（箇所数） 25か所数 30か所数 20か所数
地域の実情を考慮のうえ、未実施地区への働きかけを
進め、実施箇所数の増加に努める。

放課後児童クラブ入会受入率 100.0% 100.0% 98.7%

入会児童が平成26年度の1,659人から平成27年度は
1,821人に増加し、受入ができないクラブがあった。この
ことから、長浜児童クラブの増築、国富あおぞら児童ク
ラブの改修等の施設整備や学校施設の活用を図り、平
成28年度は入会率100％とした。

防犯教室の開催校数（年間） 59校 65校 69校 順調に目標を達成している。

不審者侵入対応訓練の開催校数（年間） 46校 50校 36校
防犯教室にあわせて開催するなど実施時期等を工夫す
る。

子ども・若者支援センター 相談件数（年間） 1,787件 1,900件 2,567件
広報活動等により相談先として市民に認知され、相談
件数が増加している。

子ども・若者支援センター 支援活動件数（年間） 16件 25件 21件
支援活動の実施は、相談者本人の希望や受け入れ先
とのマッチング、支援活動に気持ちが向くかどうかも個
人差があり、個別にきめ細やかな対応を心がけている。

各種人権・同和教育研修会の参加人数 （年間）
144回

 4,455人
180回

5,800人
123回

3,951人

当該数値は同和教育啓発指導員が実施する研修会で
あり、地域や各種団体の独自開催分は含まれていな
い。当該数値は低下しているものの、地域等が自主的
に外部講師を招き、積極的に研修を行っており、これら
が平成27年度には約60回実施されている。

人権・同和教育の推進を図る同和教育啓発指
導員の学校訪問回数（年間）

186回 224回 237回
学校再編により学校数は前年度から３校減となったが、
１校あたり４回以上訪問し、目標値を上回った。

項　　　　　　　目
平成27年度末

実績値
コ　メ　ン　ト

地域特性を生かした医療体制の充実

お互いを思いやり、尊重しあうまちづくりの推進

項　　　　　　　目
平成27年度末

実績値
コ　メ　ン　ト

子ども・若者の育成・支援

　　　　　　　　人材育成都市の創造
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計画策定時 目標値

平成23年度末
実績値

平成28年度末
目標値

性別による役割分担意識に否定的な人の割合
※「男性は仕事、女性は家庭」という考え方につい
て、反対、または、あまり好ましくないと思っている市
民意識の割合。

66.1％
(H24.5)

75.0% -
目標達成に向けて各種啓発活動を実施している。
平成28年度が、次回の市民意識調査実施年度である。

家庭生活、地域社会、職場において男女が平等
であると感じている人の割合

家庭32.8％、
地域34.7％、
職場31.8％
(H24.5)

家庭35％、地
域40％、職場
35％

-
目標達成に向けて各種啓発活動を実施している。
平成28年度に市民意識調査を実施する。

ワーク・ライフ・バランスの認知度
※言葉も内容も知っている、または、言葉は聞いたこ
とがあるが内容は知らないといった市民意識の割
合。

54.0％
(H24.5)

60.0% -
目標達成に向けて各種啓発活動を実施している。
平成28年度に市民意識調査を実施する。

ＤＶ防止講座受講者数（年間） 522人 600人 374人 DV防止講座の開催回数の増加に努める。

中学・高校デートＤＶ防止出前講座実施校数（年
間）

1校 5校 9校
DV防止のため、若年層への啓発を重点的に取り組んで
いる。

市民満足度調査「教育行政」の「満足度」
※幼児教育（幼稚園）、義務教育（小中学校）の充実
についての「満足している」と「どちらかといえば満足
している」の割合。

42.0% 55.0%
43%

(H28.6調査)
若干満足度が高まったが、目標値までは達成しなかっ
た。

幼稚園入園率及び充足率
※市内の該当児数（3～5歳児）に対する入園児
数の割合

33.6% 33.6% 31.4%

幼稚園入園率及び充足率
※市内の該当児数（3～5歳児）に対する充足率

42.0% 42.0% 42.2%

幼稚園保育料滞納率
※収入調定額に対する未納額の割合

1.3% 1.0% 0.7% 過年度分の時効消滅による。

不登校発生率
※市内全児童生徒数に対する不登校児童生徒
数の割合

1.6% 1.3% 1.2% 順調に目標を達成している。

不登校児童生徒の学校復帰率
※不登校児童生徒数に対する学校復帰児童生
徒数の割合

35% 40% 21%
学校と関係機関の連携を進め学校復帰に向けた支援を
継続していく。

問題行動発生率
※市内全児童生徒数に対する問題行動児童生
徒数の割合

2.0% 1.5% 1.2% 順調に目標を達成している。

県学力調査の生活学習意識調査項目のうち、
①将来の夢や目標を持っている児童生徒数の
肯定的回答の増加

-
小90.0%
中82.3%

小85.4%
中75.2%

県学力調査の生活学習意識調査項目のうち、
②将来の夢や目標を実現するために努力してい
る児童生徒数の肯定的回答の増加

-
小78.8%
中73.7%

県調査の業者
変更のため設

問なし

県学力調査の生活学習意識調査項目のうち、
③今住んでいる地域の行事に参加している児童
生徒数の肯定的回答の増加

-
小72.7%
中57.7%

小76.7%
中57.3%

県学力調査の生活学習意識調査項目のうち、
④地域や学校で起きている問題や出来事に関
心がある児童生徒数の肯定的回答の増加

-
小63.4%
中65.5%

県調査の業者
変更のため設

問なし

県学力調査の平均正答率の上昇
小101.6％
中104.4％

小101.5%
中103.9%

　概ね達成に向かっているが、今後も将来の夢や目標
が持てるようにしていく必要がある。

園児数は増加傾向だが、核家族化の進行や就労形態
の変化により、幼稚園よりも保育所のニーズが依然高
い。

生きる力と夢を育む教育体制の充実

項　　　　　　　目
平成27年度末

実績値
コ　メ　ン　ト
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計画策定時 目標値

平成23年度末
実績値

平成28年度末
目標値

学校給食における地元産食材使用割合
食品数ベース

35.1% 40.0% 47.0%
地産地消推進の取り組みにより、地元産食材使用割合
が増加した。

学校給食における地元産食材使用割合
重量ベース

72.3% 75.0% 87.0%
地産地消推進の取り組みにより、地元産食材使用割合
が増加した。

学校給食の残菜量（年間） 121t 110t 92t
調理方法の工夫や学校、園での食育等により、残菜量
が減少した。

学校給食の残菜率 7% 6% 5.6%
調理方法の工夫や学校、園での食育等により、残菜量
が減少した。

学校給食費収納率（金額ベース） 99.6% 99.7% 99.8%
学校、園と給食センターが連携を図り、収納対策に努め
た。

学校施設の耐震化率
※小学校、中学校の耐震化率

70.7% 89.8% 88.6% 順調に目標達成に向かっている。

島根大学、島根県立大学との連携事業数
※連携事業例：審議会への大学教職員の参画、学
生による市内児童生徒の学習指導、市民向け公開
講座の共同開催、史跡・文化財の共同調査など

64件 75件 93件
市の行政課題の解決に必要となる知識・技術につい
て、大学との連携が図られやすい環境の整備が進んで
いる。

科学アカデミー、教室等延べ参加者数 35,821人 45,000人 53,126人
自由参加型教室の開催回数、プラネタリウム・３Ｄの上
映回数を増やすことにより参加者数が増加した。

図書館利用者登録数 45,722人 60,000人 50,446人
利用者登録数は横ばい状態である。講演会・おはなし
会等イベントの開催、子どもの読書活動の推進等によ
り、引き続き図書館利用の促進に努める。

子ども読書活動支援専門ボランティア登録数 35人 50人 42人
人材育成のための講座や研修を継続実施し、ボラン
ティアの受け入れを図っている。

町内会(自治会)加入率 71.8% 72.3% 66.7%

転入時における加入の呼びかけや、地域の加入促進活
動に対する助成など、地域と一体となって加入促進の
取組を行っている。平成27年度では、自治会等応援条
例の趣旨や意義を広報するため、シンポジウムの開催
やＰＲチラシの新聞折込も行った。しかし、世帯数の増
加など様々な要因により加入率は下降傾向にある。引
き続き、応援条例に基づき加入促進に取り組む。

コミュニティセンター利用者数（年間） 711,463人 750,000人 792,054人

大規模イベントの中止やコミュニティセンターの改修工
事で施設利用ができない時期があったことにより、利用
者が減少したが、各コミュニティセンターにおいて、自主
企画事業を始めとし、特色ある事業を展開しており利用
促進は図られている。

ＮＰＯ法人設立認証数 53件 58件 55件

法人設立数は一定の増加があるが、解散する法人も出
てきている状況にある。設立段階で将来見通しをきちん
と立てて事業を進めるよう、法人設立者に対して一層説
明をしていく。

ボランティアセンター登録者数　グループ
218団体
19,966人

230団体
21,000人

258団体
21,772人

ボランティアセンターの取組が成果をあげており、着実
に登録者数が増加している。

ボランティアセンター登録者数　個人 337人 350人 366人
ボランティアセンターの取組が成果をあげており、着実
に登録者数が増加している。

定住促進助成金の利用により定住に結びつい
た件数（累計）
※助成開始（平成20年度）からの利用件数

65件 132件 125件 順調に目標達成に向かっている。

新築住宅の固定資産税課税免除戸数（累計） 264戸 2,302戸 2,036戸 順調に目標達成に向かっている。

ソーシャルメディアのアカウント開設数
※平成24年度開始

- 18アカウント 17アカウント
公式アカウント数は、フェイスブック９、ツイッター１、ユー
チューブ２、ブログ５となっている。

地域を支えるひとづくりと住民参画の推進
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