
【令和元年度進捗状況】

計画策定時 目標値

平成27年度末
実績値

令和3年度末
目標値

地区防災訓練の実施回数（年間） 46回 42回 60回
未実施の地区があり、防災訓練を行っていただくよう
に、働きかけていく。

防災研修会の開催回数（年間） 49回 30回 50回
近年の災害により、各種団体が主催する防災研修や地
区災害対策本部主催の研修が増えている。

配備から15年以上経過した消防車両台数 7台 7台 6台

計画に基づき消防車1台を更新したが、１５年経過する
車両も１台増となり、実績値が昨年度と同となっている。
車両更新計画に基づく更新並びに消防車両の機能統
合を図りながら、引き続き目標達成に努める。

救命講習修了者数
※平成18年度からの累計数

38,100人 23,499人 35,000人
応急手当普及員による講習を広く開催したことにより、
目標値を超える講習修了者数となった。

コ　メ　ン　ト

防災都市の整備

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

　本市では、平成２４年度を初年度とし令和３年度を目標年度とする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」』を策定し、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、後期計画（平成２９年度～令和３年度）の令和元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。

　　　　　　　　安全･安心都市の創造

項　　　　　　　目
令和元年度末

実績値

将
来
像
実
現
の
た
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」
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計画策定時 目標値

平成27年度末
実績値

令和3年度末
目標値

消防団装備（防火衣等）の配備数（累計） 450式 90式 570式
防火衣の配備を最優先とし、年次計画に基づき９０着の
防火衣を購入配備した。

消防団員の確保 1,727人 1,755人 1,844人

消防団員の確保に向けて消防団幹部が主体となり、消
防団学生ボランティアサポート隊の協力も受け、また、
昨年度制作した出雲市消防団マスコットキャラクター「い
ずもりくん」の着ぐるみを活用し、大型店舗等で加入促
進活動を行った。

消防団施設の整備数(累計)
　①コミュニティ消防センター整備数
　②小型ポンプ格納庫整備数

①5棟
②6棟

①　2棟
②　3棟

①　5棟
②　6棟

格納庫の整備は平成２９年度をもって完了し、令和元年
度は毎年１棟の整備計画に基づきコミュニティ消防セン
ター１棟を建設した。

市設置防犯灯の灯数（累計） 2,258灯 2,168灯 2,260灯
小中学校からの要望を受け、設置基準を満たす必要な
箇所へ防犯灯を設置した。

交通事故件数（年間）
※人身事故件数

274件 389件 250件以下

高齢者等の交通事故防止対策の推進や交通安全施設
等の整備を実施した。
近年、事故件数・死者数は減少傾向にあり、目標達成
に向け引き続き警察及び関係団体と連携し交通事故の
防止に努める。

放置自転車撤去台数（年間） 97台 147台 100台
放置禁止区域内（出雲市駅周辺）での広報啓発を行
い、目標達成に向け、引き続き放置自転車の減少に努
める。

消費者問題出前講座参加人数（累計） 1,698人 1,094人 1,400人
地域からの要請により毎年度、消費者問題出前講座を
行っており、令和元年度も、５回の講座を開催した。今
後も、更なる啓発に努める。

生活路線バスの利用者数（年間） 54.4万人 67.1万人 68.0万人
少子化による通学利用の減少及び高齢者などの恒常
的利用者が減少した。

一畑電車の利用者数（年間） 144.9万人 139.7万人 140.0万人
３期連続で140万人以上を達成。Ｒ元年度はＧＷと改元
が重なり出雲大社周辺を中心に県外観光客の利用が
増加した。

上水道　管路の耐震化率（％）
※耐震管延長／管路総延長

11.4% 8.5％ 13.5％
口径の大きい基幹管路を優先的に更新したため耐震化
率が低くなっている。引き続き水道事業ビジョンに基づ
き、管路の耐震化を進めていく。

汚水処理人口普及率
※供用人口／出雲市の人口

88.2% 85.4% 89.5%
後期計画の目標値には達していないが、計画期間内に
達成できるように継続して整備を行っていく。

地籍調査事業進捗指数
※本市調査対象面積は583k㎡

51.1% 50% 53% 着実に事業を推進している。

電子申請等利用件数（年間） 11,253件 8,058件 9,000件
電子申請の利用促進について、職員へ利用の周知を
行っており、利用件数は増加している。

項　　　　　　　目
令和元年度末

実績値
コ　メ　ン　ト

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
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計画策定時 目標値

平成27年度末
実績値

令和3年度末
目標値

工場等の新増設件数（累計） 46社 22社 40社

近年拡充した市の企業立地優遇制度（増設等の上限額
引上げ、ソフト産業の増設案件の対象追加、製造業の
雇用助成の対象追加等）により、工場や事業所の新増
設が着実に増加した。
令和元年度件数：5社。

工場等の新増設による雇用創出（累計） 1,910人 771人 951人

近年拡充した市の企業立地優遇制度（増設等の上限額
引上げ、ソフト産業の増設案件の対象追加、製造業の
雇用助成の対象追加等）による工場や事業所の新増設
の増加に伴い、雇用創出が促進された。
令和元年度人数：94人。

経営改善計画策定件数（累計） 283件 209件 300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

2,533人 1,256人 2,500人
企業誘致のほか、様々な取組により雇用創出人数が着
実に増加し、目標値を達成した。

出雲ブランド商品認定制度による認定数（累計） 24件 16件 30件
Ｒ元年度2件の新規認定を行った。引き続き、制度と認
定商品のPRに努め、認知度の向上を図る。

空き店舗数
※空き店舗活用支援事業対象地域のうち中心
商店街の空き店舗数

21軒 26軒 10軒
新規創業者を中心に空き店舗活用（支援）についての
相談がある。これらを実際の活用に繋げていきたい。

製造品出荷額（年間） 5,356億円 4,101億円 4,300億円
好調な企業活動を背景に出荷額が順調に推移してお
り、今後も引き続き地場企業を支援していく。

市内ソフト系IT企業従事者数 381人 224人 254人
目標値を大きく上回る結果となった。地域の産業活性化
を図るため、人材の確保を中心に引き続き支援してい
く。

島根大学と市内企業との共同開発件数 44件 14件 28件
島根大学（地域未来協創本部地域医学共同研究部門）
との連携のもと、中小企業の参画を促した。

耕作放棄地の面積 80ha 110ha 80ha
目標は達成できたが、今後も高齢化等により増加が見
込まれるため、農業委員会等と協力し解消に努める。

多面的機能支払交付金の取組面積 5,338ha 5,348ha 5,400ha
既取組地域が本事業を継続できるように支援を強化す
る一方で、未取組地域には効果的な本事業の周知を行
い、目標達成を目指していく。

作業路網密度
※民有林面積1haあたりの林道・作業道の延長

8.3m/ha 7.5m/ha 10.0m/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

26.6% 25.2% 30.0%
引き続き林業事業体等と協力しながら、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

356～2,186頭 359～951頭 180頭

捕獲状況は、H30：363頭→R1：277頭であり、生息頭数
が減少しているなか捕獲も難しくなっている状況である
が、引き続き県と連携し、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

857～1,625頭 922～1,869頭 非生息区域

捕獲状況は、H30：635頭→R1：547頭であり、生息頭数
が減少しているなか捕獲も難しくなっている状況である
が、引き続き捕獲によって目標である非生息域を目指
す。

イノシシ捕獲頭数（年間） 1,612頭 1,717頭 2,000頭

捕獲状況は、H30：1,810頭（有害1,339、狩猟471）、R1：
1,612頭（有害1,210、狩猟402）である。イノシシは、年間
の気象状況により個体の変動が大きく、捕獲数も年度
により増減が大きいと考えられるが、農作物の被害軽
減のため、引き続き捕獲を継続し実施していく。

　　　　　　　　産業・観光都市の創造

項　　　　　　　目
令和元年度末

実績値
コ　メ　ン　ト

商工・サービス業の振興と発展

農林水産業の振興と発展
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計画策定時 目標値

平成27年度末
実績値

令和3年度末
目標値

魚価
※市内で水揚される水産物の平均単価

533円 538円 560円
助成事業の活用を推進し、水産物の高鮮度処理やブラ
ンド開発等、魚価向上につながる取組を支援する。

滑り材設置漁港数（累計） 5漁港 4漁港 5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。

認定新規就農者数（累計） 53人 27人 66人
H27年度末から26人の増。引き続き、新規就農者を確
保する。

県認定事業体の林業新規就労者数（累計） 54人 36人 76人
新規就労者の確保・育成支援制度等の活用により、認
定事業体による新規雇用が促進された。

集落営林組織数（累計） 1組織 0組織 3組織
集落営林モデル事業の活用により、誕生した集落営林
組織が行う椎茸栽培のハード整備が完了した。

新規認定就漁者数（累計） 9人 5人 12人
助成事業の活用を推進し、引き続き新規認定就漁者の
確保、育成に取り組む。

（水産）ブランド開発支援事業の取組件数（累計） 12件 6件 13件
助成事業の活用を推進し、引き続きブランド開発の取
組を支援する。

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

26.4% 26.2% 32.7%
シティセールス事業や出雲ブランド推進事業を通じて、
市内外に出雲の魅力を発信している。これまでの成果
を検証し、より効果的な取組について検討していく。

「日本の心のふるさと出雲」応援寄附件数（年
間）

24,451件 12,950件 23,000件
Ｒ１年度の寄附件数及び金額は、いずれも前年度を２
割上回った。今後も出雲らしい魅力ある特産品を提供
し、引き続き目標件数を達成するよう取組む。

【再掲】出雲ブランド商品認定制度による認定数
（累計）

24件 16件 30件
Ｒ元年度2件の新規認定を行った。引き続き、制度と認
定商品のPRに努め、認知度の向上を図る。

観光スポットにおけるおもてなし組織数 14団体 9団体 15団体

観光スポットにおけるおもてなし組織の登録者数 276人 220人 300人

観光入込客数（年間）
1,249万人
（R1年末）

1,198万人 1,200万人

市内宿泊者数（年間）
79.5万人

（R1年末）
61万人 80万人

外国人宿泊者数（年間）
11,552人

（R1年末）
6,100人 10,000人

宿泊施設新築数（累計） 3件 1件 5件
　新規の宿泊施設の建設や改築により収容人数が増
え、市内の宿泊機能が強化された。また情報発信、誘
客施策により宿泊者数が増加した。

　出雲大社周辺の観光資源の活用については、日本遺
産「日が沈む聖地　出雲」、「島根半島・宍道湖中海ジオ
パーク」及び「国立公園満喫プロジェクト」の3つのプロ
ジェクトのもと、日御碕地域の魅力発信をコンセプトに、
体験型プログラムの造成や日御碕灯台のライトアップな
どを企画・実施しながら、当エリアへの誘客に努めた。
　また、インバウンド対策については、海外向け動画の
配信や外国語ホームページの多言語化など、海外へ向
けたデジタルマーケティングを展開するとともに、海外
旅行会社やメディアを誘致したファムツアーなども開催
し、出雲市の認知度アップのためのプロモーションを積
極的に実施した。
　観光入込客数1,200万人キープの目標を上回る成果
や、外国人宿泊者数も初めて1万人を突破するなど、大
きな成果があった。

項　　　　　　　目
令和元年度末

実績値
コ　メ　ン　ト

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

観光スポットにおける「ボランティアガイド」や「かたりべ」
といった地元組織及び組織の登録者数は昨年度よりわ
ずかに減少したが、計画策定時と比べると増えつつあ
る。今後も引き続き、市民のおもてなしの心の醸成に努
め、誘客及び周遊力の向上につなげていく。

観光ネットワークの整備と拡充
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計画策定時 目標値

平成27年度末
実績値

令和3年度末
目標値

ごみ排出量（年間） 61,233t 60,961t 58,105t

ごみ削減率（対平成２３年度比） △2.2% △2.7% △7.2%

ごみの最終処分量 8,970t 8,237t 7,845t

ごみの最終処分率
※ごみ最終処分量／ごみ排出量

14.6% 13.5% 13.5%

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% 100% 100% 全ての河川で環境基準を達成した。

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% 100% 100% 全ての河川で環境基準を達成した。

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% 100% 全ての測定地点で昼夜とも環境基準を達成している。

一斉清掃参加者数（年間）
※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、神戸川

10,028人 10,140人 11,000人
減少傾向にある。一斉清掃は、環境意識の高揚に効果
的であり、広報等により広く市民へ呼びかけ、参加者の
増加に努める。

美化サポートクラブ登録団体数 38団体 32団体 35団体
増加傾向にある。引き続き、ホームページ等で活動内
容や加入方法を紹介し、自主的に美化活動に取り組む
事業所や団体等の加入促進を図る。

自然体験事業の参加者数（年間） 10,303人 13,750人 14,000人

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、一部の事業
が中止となり参加者数が減少した。魅力ある講座や教
室等を企画、開催するとともに、様々なツールを積極的
に活用し情報発信に努める。

ホタルの生息が確認された地区の割合
74.4%

（32地区）
69.7% 70.0%

ホタルが生息できる環境の維持・向上に向け、市民とと
もに自然環境の保護に努める。

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
すうさせるトキの累計

21羽 12羽 33羽
これまで破卵が多く見られたが、新たな繁殖ペアが２組
導入され、今後、産卵数・育雛数が伸びることを期待し
ている。

再生可能エネルギー発電設備導入状況（累計）
69,439世帯相

当分
60,114世帯相

当分
63,000世帯相

当分

民間事業者による事業用太陽光発電設備を中心に太
陽光発電設備の設置が拡大し、後期計画の目標値を
達成した。

市の事務及び事業から発生するCO₂の排出量
（年間）

7,229t 7,528t 7,500t

暖冬の影響から、暖房に使用する燃料の使用量が抑え
られたことや、全庁あげて省エネルギーの取組を推進し
たことから目標値を達成した。引き続き省エネルギーの
取組を推進する。

市有施設（事務部門）の電力使用量（年間） 10,284,582kWh 9,953,540kWh 9,732,300kWh
施設で使用するエネルギーを重油などの燃料からCO2
排出量の少ない電力に移行していることや、学校への
エアコンの導入により、電気使用量は増加傾向にある。

　　　　　　　　環境・文化都市の創造

項　　　　　　　目
令和元年度末

実績値
コ　メ　ン　ト

環境先進都市の構築

ごみ排出量は増加傾向にある。特に事業系ごみが増加
していることから、事業所向けガイドブックを作成し、事
業所への分別やリサイクルの徹底を啓発する。また、家
庭系ごみについては、引き続きごみ減量化に係る研修
会や環境学習教室、環境イベント、SNSなどにおいてご
み減量化の啓発を行う。

ごみ排出量の増加に伴って最終処分量も増加してい
る。ごみ減量化を進めるとともに資源化量を増やすこと
により最終処分量の減量化に努める。

地球温暖化・省エネルギー対策
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計画策定時 目標値

平成27年度末
実績値

令和3年度末
目標値

出雲総合芸術文化祭事業鑑賞者数（年間） 9,908人 8,926人 10,000人

若い層から高齢者層までカバーできるよう意識し、事業
内容の充実に努めたが、新型コロナウイルス感染症の
影響で3月実施予定の事業が中止となり目標を下回る
結果となった。

文化団体加入者数 6,595人 6,127人 6,300人
多くの団体で加入者が減少傾向にある中、新規に地域
の文化協会に加盟した団体があり、目標を上回る結果
となった。

ホール系文化施設利用者数（年間） 351,716人 391,856人 393,000人

令和元年度は、前年度にあった出雲市民会館大ホール
耐震改修工事に伴う大ホールの利用中止の影響がな
かったため、全体の利用人数は昨年度より増加した
が、新型コロナウイルス感染症の影響で、目標値を下
回る結果となった。

展示系文化施設利用者数（年間） 70,833人 46,915人 48,000人

新型コロナウイルス感染症の影響があったものの、そ
れぞれの施設の特色を活かし、有効活用に努めた結
果、目標値を上回る結果となった。特に平田本陣記念
館においては、本館、展示館の両館を数日間占用利用
があったため、大幅に利用者数が増加した。

市民参加型スポーツイベント（市内）参加者数
（年間）

1,039人 2,787人 3,000人

　新型コロナウイルス感染症の影響で、くにびきマラソン
大会が中止となり、結果的に前年比マイナスとなった
が、申込者数でカウントすると全体的に増であった。今
後も参加者増に努める。

大型スポーツイベント（県外）参加者数（年間） 1,023人 3,480人 3,800人

　新型コロナウイルス感染症の影響で、くにびきマラソン
大会が中止となり、結果的に前年比マイナスとなった
が、申込者数でカウントすると全体的に増であった。県
外からの参加は、経済効果をもたらすため、引き続き参
加者増に努める。

スポーツ施設利用者数（年間） 675,361人 721,906人 740,000人
宍道湖公園湖遊館の臨時休館及び新型コロナウイルス
感染症の影響による3月の活動自粛により、利用者数
が大幅に減少した。

スポーツ少年団加入率（小学生） 16% 20% 21%
減少傾向にある。より効果的に団員募集を行うことや、
スポーツを始めるきっかけづくりの一環として実施して
いる「スポーツ好きっ子育成事業」を継続実施していく。

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

76.0% 78.1% 80.0%
文化財や歴史資源の保護・活用の普及・啓発の機会を
増やし、その重要性が一層浸透するように努める。

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

43.4% 46.5% 50.0%
文化財や歴史資源の保護・活用の普及・啓発の機会を
増やし、その満足度が向上するように努める。

出雲弥生の森博物館及び荒神谷博物館の入館
者数（累計）

489,462人 285,233人 660,000人
県内類似の他の博物館と同様に入館者数は減少傾向
にある。展示の内容に工夫を加え、また、実施回数を増
やすなど、今後も入館者数増に努めていく。

項　　　　　　　目
令和元年度末

実績値
コ　メ　ン　ト

芸術文化・スポーツの振興
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計画策定時 目標値

平成27年度末
実績値

令和3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）

201,729t 172,159t 175,000t

出雲河下港（垂水、小津地区）の 利用船舶数
（年間）

185隻 193隻 200隻

出雲縁結び空港就航便の利用者数（年間） 99万人 82.9万人 90万人
神戸線の新規就航、福岡線の機材大型化・ダイヤ改善
が利用者の増につながった。

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

19.7% 18.6% 20.0%
共通の行政課題の解決に向けて、主に産業・観光分野
において連携した取組を進めている。

市民満足度調査「国際交流の推進」における
満足度点数

2.3点 1.4点 1.7点
民間国際交流団体と連携し、中高生をはじめとする交
流事業等を継続実施している。

５年以上住み続けている外国人住民の割合 29.7% 30.4% 30%台
働き方改革等により、よりよい職場環境を求めた外国人
住民の転出が増加したが、概ね目標は達成した。

計画策定時 目標値

平成27年度末
実績値

令和3年度末
目標値

乳幼児健康診査受診率 99.2% 98.1% 100.0%

健康診査受診率の目標値の100％には届かないが、高
い受診率を維持している。未受診児に対しては、訪問等
で継続した受診勧奨を行っており、未受診の理由は全
数把握している。

高齢者インフルエンザ予防接種接種率 59.5% 57.2% 60.0%
前年度と比較して接種率、接種者数ともに増加した。引
き続き市民に対し予防接種の意義や効果について周知
啓発を行い、接種率の向上を図る。

胃がん検診受診者数（年間） 1,914人 2,347人 2,400人

子宮頸がん検診受診者数（年間） 3,219人 3,936人 4,200人

乳がん検診受診者数（年間） 3,234人 3,285人 3,300人

大腸がん検診受診者数（年間） 11,121人 13,482人 13,500人

　　　　　　　　交流拠点都市の創造

項　　　　　　　目
令和元年度末

実績値
コ　メ　ン　ト

広域交通網の整備

公共工事に係る出入貨物量の増加により、後期計画の
目標値（貨物量）を達成した。今後も取扱出入貨物量及
び利用船舶数の増加に向け、企業に対する利用の働き
かけや、海上自衛隊艦艇の寄港等による港湾利用の
促進など、県等関係機関と連携し取組を続ける。

広域連携・他圏域との交流

　　　　　　　　健康・福祉都市の創造

項　　　　　　　目
令和元年度末

実績値
コ　メ　ン　ト

生涯にわたる健康づくりの推進

地域の健康づくり推進員等と共に、がん予防対策の啓
発及び検診の受診勧奨を行っている。受診者数は目標
に達していないが、健康はつらつカレンダーの内容を充
実し、がん検診の受け方の周知と医療機関などの関係
機関と連携し、受診者数の増加を図る。
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計画策定時 目標値

平成27年度末
実績値

令和3年度末
目標値

市民後見人候補者養成（累計） 31人 31人 50人

市民の立場で身近なところから認知症高齢者等の支援
を行う「市民後見人」を養成するため平成26年度に第1
期の養成講座を実施した。令和元度末現在17人が市民
後見人バンクに登録している。第2期の養成講座は未
実施であるが、今後の市民後見人のありかたに併せて
関係者と検討予定である。

相談支援（サービス等利用計画） 1,002人/月 793人/月 890人/月

相談支援サービスの質の向上を目的に平成30年度に
報酬改定があり、相談支援の充実が図られた。当市に
おいても、事業所の監査及び実地指導を行い、利用者
に寄り添ったきめ細かい支援の実施を指導をしてきた
ため、計画を上回る実績となった。

就労支援（就労移行支援・就労継続支援A型・B
型）

10,778人/月 9,165人日/月 9,770人日/月

就労継続支援B事業の利用希望が増加し、事業所が不
足していた。令和元年度において、就労継続支援B型
事業所が2事業所、定員にして４０人の増があったた
め、計画を上回る利用実績となった。

グループホーム利用者 189人/月 187人/月 232人/月

一人暮らしや介護者の高齢化による利用希望が多く、
空きを待っている方が多い。令和元年度においては、１
施設、定員にして9人の事業所開所があったに過ぎず、
施設が不足している。引き続き、サービス提供体制の
拡充を進める。

障がい児通所支援（児童発達支援・放課後等
デイサービス）

4,459人/月 3,148人日/月 3,300人日/月

支援が必要な児童が増加しており、特に放課後等デイ
サービスの利用希望が急増している。令和元年度には
３事業所、定員にして３０人の事業所開設があり、利用
実績が伸びた。しかしながら、依然としてサービスの供
給が不足しているため、引き続き、サービス提供体制の
拡充を進める。

認知症サポーターの人数 20,825人 11,572人 24,000人 着実に目標達成に向かっている

ふれあいサロンの（延）参加者数（年間） 48,907人 53,019人 57,000人
新型コロナウイルス感染症の影響もあり、参加者数は
減少に転じた。今後も引き続き参加を呼び掛けていく

高齢者の活動の自主グループ数 148グループ 99グループ 150グループ 着実に目標達成に向かっている

国民健康保険特定健康診査の受診率 45.3% 41.5% 60.0%
目標は達成できなかったが、対象者への周知、未受診
者対策を行いながら、引き続き受診率の向上を図る。

健診・人間ドック受診件数（年間） 12,129件 10,916件 12,133件
H30年度12,158人　Ｒ1年度12,129人と令和3年度末目標
をほぼ達成している。

項　　　　　　　目
令和元年度末

実績値
コ　メ　ン　ト

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
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計画策定時 目標値

平成27年度末
実績値

令和3年度末
目標値

放課後子ども教室の実施箇所数 21か所 20か所 25か所
平成３０年度に比べ１教室増となった。更なる新規開設
に向け支援していく。

放課後児童クラブ入会児童数 2,218人 1,821人 2,054人
年々増加する利用ニーズに対応して、前年度以上の児
童の受入を行った。（平成30年度実績2,084人）

各種人権・同和教育研修会の参加人数 （年間） 8,416人  7,880人 8,000人
地域や各種団体等の研修の参加人数が増え、目標は
達成したが、今後は三密を避けながらの研修を工夫し
て行う必要がある。

性別による役割分担意識に否定的な人の割合 61.7%（H28.6） 61.7% 75.0%
特に20代の女性、70代以上の方が性別役割分担に肯
定的な傾向が見られた。若年層を中心とした啓発が必
要と考える。

家庭生活において男女が平等であると感じてい
る人の割合

37.4%(H28.6) 37.4% 50.0%
これまでの取組の成果もあり、平等と感じる人の割合が
増えつつあるが、目標値を目指して、続けて啓発が必
要である。

地域社会において男女が平等であると感じてい
る人の割合

38.5%(H28.6) 38.5% 50.0%
これまでの取組の成果もあり、平等と感じる人の割合が
増えつつあるが、目標値を目指して、続けて啓発が必
要である。

職場において男女が平等であると感じている人
の割合

33.5%(H28.6) 33.5% 40.0%
これまでの取組の成果もあり、平等と感じる人の割合が
増えつつあるが、目標値を目指して、続けて啓発が必
要である。

女性が仕事を続けやすいと感じている人の割合 25%(H28.6) 25.0% 40.0%

仕事も家庭も共に優先したいと希望している女性が多く
いるにも関わらず、家庭を優先している女性が多いの
が現状。女性が仕事を続けやすい環境を整えるよう、企
業への啓発が必要である。

ワーク・ライフ・バランスの認知度 63.5%(H28.6) 63.5% 70.0%
数値は上がってきているが、「言葉は聞いたことがある
が、内容は知らない」人も4割程度あり、より啓発に力を
入れていく必要がある。

ＤＶ防止講座受講者数（年間） 474人 374人 400人
専門学校等の受講が定着してきたこともあり、受講者数
が目標値を達成した。引き続き啓発活動を行っていく
が、一般市民への啓発が課題と考える。

中学・高校デートＤＶ防止出前講座実施回数（年
間）

10回 10回 12回

目標値を下回ったが、毎年受講する学校もあり定着して
きている。コロナ禍の影響でデートDV被害が増加し講
座実施が急務である反面、学校側も時間の確保が困難
な状態にあり、実施回数の増加実現が難しい面がある
が、引き続き未実施校への啓発活動をさらに進めてい
く。

コ　メ　ン　ト

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

　　　　　　　　人材育成都市の創造

項　　　　　　　目
令和元年度末

実績値
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計画策定時 目標値

平成27年度末
実績値

令和3年度末
目標値

防犯教室の開催箇所数（年間） 81か所 69か所 75か所
保育所・幼稚園での開催数が増えたため目標を達成し
た。

不審者侵入対応訓練の開催箇所数（年間） 25か所 36か所 50か所
訓練の開催箇所は減ったが、防犯に関する職員研修等
の実施校数が増えており、訓練より研修等に移行する
傾向があると考えられる。

一時預かり事業実施率
96.2%

（26園）
51.8%

（14園）
96.2%

（26園）

各幼稚園の職員体制等を整備することで、前年度に引
き続き預かり事業を全園で実施し、目標達成を継続で
きた。※市立幼稚園27園のうち乙立幼稚園は休園中。

不登校児童生徒の割合 2.8% 1.2% 1.0%

学校における不登校支援体制を充実させ、不登校の未
然防止・早期対応を行う。また、不登校児童生徒の将来
的な社会的自立や学校復帰に向けて教育支援センター
で学習や体験活動の支援を行い、家に閉じこもりがちな
児童生徒については不登校対策指導員等を配置し、児
童生徒及びその保護者の相談・支援を行う。

計画策定時 目標値

平成27年度末
実績値

令和3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）

50.9% 57.8% 60.0%
昨年度より使用割合は上昇したが、目標値には届いて
いないため、今後もマッチング会議等により地産地消の
推進に努める。

学校給食の残菜量 80t 92t 87t
調理方法の工夫や学校・園での食育等により、目標を
達成した。

学校給食の残菜率 4.9% 5.6% 5.4%
調理方法の工夫や学校・園での食育等により、目標を
達成した。

学校施設の耐震化率
※小学校、中学校の耐震化率

95.0% 88.6% 97.8% 順調に目標達成に向かっている。

島根大学、島根県立大学及び市内専門学校と
の連携事業数

117件 93件 120件

各学校と締結している連携協定に基づき、教育・文化・
医療・健康・産業・防災など多様な分野で、大学や専門
学校のもつ専門的な知識や技術などの提供を受けるな
ど連携を強化している。

科学アカデミー教室等参加者数（累計） 418,519人 188,967人 250,000人
現在の参加者数の維持・増加に向けて企画の充実を図
る。

個人貸出冊数（年間） 1,186,020冊 1,280,032冊 1,300,000冊

個人貸出冊数は、インターネットやスマートフォン等の
普及により減少傾向にある。社会情勢、話題性を考慮
し、市民のニーズに応える資料の提供や講演会・おは
なし会等イベントの開催など、引き続き、利用促進に努
める。

子ども読書活動支援専門ボランティア登録数 59人 42人 50人
初心者向け講座を実施し、受講者がボランティア登録し
たため、登録者数が増加した。

町内会(自治会)加入世帯数 39,834世帯 40,939世帯 41,000世帯

各地区での町内会加入促進の取組により、加入世帯数
が微増又は維持できた地区があった。引き続き、全住
民に向けた町内会の理解促進を図り、地域の活動を支
援してまいりたい。

コミュニティセンター利用者数（年間） 758,783人 792,054人 800,000人

新型コロナウイルスの感染拡大により、特に２月以降の
利用が低迷している。感染状況を注視しながら、感染防
止策を図りつつ、徐々に活動を再開していくことが求め
られる。

項　　　　　　　目
令和元年度末

実績値
コ　メ　ン　ト

生きる力と夢を育む教育体制の充実

項　　　　　　　目
令和元年度末

実績値
コ　メ　ン　ト

地域を支えるひとづくりと住民参画の推進
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計画策定時 目標値

平成27年度末
実績値

令和3年度末
目標値

ＮＰＯ法人設立認証数（累計） 59件 55件 60件

法人設立数は微増の状況であるが、既存のＮＰＯ法人
の中には運営が厳しい事業所も存在している。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していく。また、運営が困難
な法人に対しては解散も視野に入れて協議をすすめて
いく。

ボランティアセンター登録者数　グループ
276団体
24,551人

258団体
21,772人

270団体
22,860人

ボランティア団体の登録数は微増であるが、登録者数
は増加傾向にある。今後も出雲市総合ボランティアセン
ターを中心に登録を増やしていく。

ボランティアセンター登録者数　個人 404人 366人 380人
近年の状況をみると登録者数は増加傾向である。目標
値の達成を目指し、出雲市総合ボランティアセンターの
取組についてさらに周知していく必要がある。

市への相談や補助金等の利用により定住に結
びついたUＩターン件数（累計）

445件 198件 350件
ＵＩターン者のニーズが多様化している中、ニーズにあっ
た効果的な支援や情報提供等の施策を展開できるよう
努めていく。

空家バンクの登録件数（累計） 107件 118件 180件 引き続き登録件数の増加に向けて、啓発活動を行う。

新築住宅の固定資産税課税免除戸数（累計）
4,179戸(H31.4

時点）
2,036戸 4,736戸

一定の効果を確認できた。この制度は平成31年度分
（H31年1月1日新築分まで）で終了した。

ホームページアクセス件数（年間） 3,673千件 3,263千件 3,273千件
住民への情報発信に大きな役割を果たしている。
今後も利用者が閲覧しやすよう、内容の充実を図って
いく。

令和元年度末
実績値

コ　メ　ン　ト項　　　　　　目
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