
【平成２９年度進捗状況】

計画策定時 目標値

平成27年度末
実績値

平成33年度末
目標値

防災訓練の実施回数（年間） 54回 42回 60回
市から講師を派遣した防災訓練数で、各地区では、独
自に防災訓練を実施している。

防災研修会の開催回数（年間） 26回 30回 50回

各地区主催の研修会のほか、各種団体が主催する防
災研修も増えてきている。
また、国土交通省出雲河川事務所や気象台などの防災
講座なども利用いただいている。

配備から15年以上経過した消防車両台数 7台 7台 6台
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、目標達成に努めている。

救命講習修了者数
※平成18年度からの累計数

28,833人 23,499人 35,000人

目標値には達していないが、着実に受講者数が増加し
ている。その他の救急講習受講者数は延べ105,455人と
なり、多くの市民が受講しており、今後とも応急手当の
普及に努めていく。

平成29年度末
実績値

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

　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、後期計画（平成２９年度～平成３３年度）の初年度にあたる平成２９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 コ　メ　ン　ト

将
来
像
実
現
の
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つ
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基
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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27年度末
実績値

平成33年度末
目標値

消防団装備（防火衣等）の配備数（累計） 270式 90式 570式
消防団の要望により、防火衣、防火長靴、防火手袋の
整備を計画する内、防火衣の配備を最優先とし整備を
図っている。

消防団員の確保 1,745人 1,755人 1,844人

消防団の活性化に向けて、平成２９年４月１日に消防団
学生ボランティアサポート隊が発足した。消防団員確保
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、大型店舗、ＪＲ出雲市
駅等での消防団員加入促進のチラシ配布や、消防団車
両展示コーナー、ふれあいコーナーを設け、市民とのふ
れあいの中での広報活動を展開している。

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

①　3棟
②　6棟

①　2棟
②　3棟

①　5棟
②　6棟

コミュニティ消防センター及び消防団格納庫は隔年での
整備計画であったが、未整備格納庫３棟については軽
積載車も未導入であったため、平成２９年度末までのと
ころで格納庫の整備及び機動化の完結を優先させたた
め高い達成率となった。

市設置防犯灯の灯数（累計） 2,215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

356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
に向け引き続き交通事故の防止に努める。

放置自転車撤去台数（年間） 99台 147台 100台
放置禁止区域内（出雲市駅周辺）の取り締まりを強化
し、撤去台数を3割以上減少させることができた。

消費者問題出前講座参加人数（累計） 1,499人 1,094人 1,400人
地域からの要請により、出前講座を行っており、平成２９
年度は、７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） 56.7万人 67.1万人 68.0万人
平成29年度は、大社線・日御碕線と市内循環線の統合
及び減便により利用者数が減少した。

一畑電車の利用者数（年間） 143.8万人 139.7万人 140.0万人
平成29年4月1日に行ったダイヤ改正の効果（川跡駅で
の北松江線と大社線との乗り換え待ち時間の短縮など）
と観光利用者の増が要因と考える。

上水道　管路の耐震化率（％）
※耐震管延長／管路総延長

10.0% 8.5％ 13.5％
平成30年度に水道事業ビジョンを作成し管路更新、耐
震化の計画を見直し中。今後も引続き管路更新にあわ
せ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

86.6% 85.4% 89.5%
汚水人口普及率の伸びは目標をわずかに下回っている
が、施工箇所を選定し効果の高い路線を施工していく。

地籍調査事業進捗指数
※本市調査対象面積は583k㎡

51.5% 50% 53% 着実に目標達成に向かっている。

電子申請等利用件数（年間） 9,305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。

平成29年度末
実績値

情報を共有できる高度情報通信社会の実現

項　　　　　　　目 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
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計画策定時 目標値

平成27年度末
実績値

平成33年度末
目標値

工場等の新増設件数（累計） 33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。
平成29年度件数：6社。

工場等の新増設による雇用創出（累計） 1,286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。
平成29年度人数：428人。
特に平成29年度は、大規模事業所による大量雇用が計
画され、目標値を大幅に上回る結果となった。

経営改善計画策定件数（累計） 290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

1,849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
着実に増加した。

出雲ブランド商品認定制度による認定数（累計） 21件 16件 30件 平成29年度は制度見直しのため新規募集を休止

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

23軒 26軒 10軒
商工団体と連携した創業支援や補助事業の周知等を実
施する。

製造品出荷額（年間） 4,236億円 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 292人 224人 254人 目標を達成したが、更なる増加を促進していく。

島根大学と市内企業との共同開発件数 47件 14件 28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。

耕作放棄地の面積 80ha 110ha 80ha 目標達成に向け、耕作放棄地の発生防止に努める。

多面的機能支払交付金の取組面積 5,388ha 5,348ha 5,400ha 着実に目標達成に向かっている。

作業路網密度
※民有林面積1haあたりの林道・作業道の延長

8.0m/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

26.8% 25.2% 30.0%
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

533～2,323頭
(H29ベイズ法) 359～951頭 180頭

近年の捕獲状況は、H25：675頭、H26：642頭、H27：572
頭、H28：529頭、H29：474頭と確実に実績をあげてお
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

1,156～1,976頭
(H29ベイズ法)

922～1,869頭 非生息区域

近年の捕獲状況は、H25：1,478頭、H26：1,001頭、H27：
854頭、H28：800頭、H29：668頭と確実に実績をあげて
おり、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） 1,473頭 1,717頭 2,000頭

近年の捕獲状況は、H28：2,370頭（有害1,874、狩猟
496）H29：1,473頭（有害1,210、狩猟263）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。

平成29年度末
実績値

商工・サービス業の振興と発展

項　　　　　　　目

農林水産業の振興と発展

　　　　　　　　産業・観光都市の創造

コ　メ　ン　ト
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計画策定時 目標値

平成27年度末
実績値

平成33年度末
目標値

魚価
※市内で水揚される水産物の平均単価

528円 538円 560円
漁獲量の増加に伴い全体の平均単価が下がった。引き
続きブランド化による魚価の向上に取り組む。

滑り材設置漁港数（累計） 4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） 40人 27人 66人
県、ＪＡなど関係機関と連携しながら、引き続き認定新
規就農者の確保、育成に取り組む。

県認定事業体の林業新規就労者数（累計） 42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、集落営林組織が誕
生した。引き続き新たな組織の掘り起こしを行っていく。

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する等、引き続き新規認定就労
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）

10件 6件 13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

- 26.2% 32.7%
シティセールス事業による情報発信、出雲ブランド市民
委員を中心とした活動の他、今後は「大好き☆出雲」イ
ンスタグラムなど市民参加型の取組も進めていく。

「日本の心のふるさと出雲」応援寄附件数（年
間）

19,942件 12,950件 23,000件
平成28年度は23,769件で平成33年度末の目標値を達
成したが、平成29年度は目標件数の84％にとどまった。
今後も目標達成に向け努力していく。

【再掲】出雲ブランド商品認定制度による認定数
（累計）

21件 16件 30件 平成29年度は制度見直しのため新規募集を休止

観光スポットにおけるおもてなし組織数 12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

273人 220人 300人

観光入込客数（年間）
1,198万人

（Ｈ29年末）
1,198万人 1,200万人

市内宿泊者数（年間）
67万人

（Ｈ29年末）
61万人 80万人

外国人宿泊者数（年間）
6,250人

（Ｈ29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。

平成29年度末
実績値

観光スポットにおける「ボランティアガイド」や「かたりべ」
といった地元組織が増えつつある。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。

　出雲大社の平成の大遷宮による認知度の高まりは今
なお続き、出雲大社への訪問者数は引き続き高い水準
を維持している。平成29年度は、「日が沈む聖地　出
雲」の日本遺産認定、「島根半島・宍道湖中海ジオパー
ク」の日本ジオパーク認定に加え、大山隠岐国立公園
のナショナルパーク化を目指す国立公園満喫プロジェク
トの３つのプロジェクトが一斉に始動した年であり、イベ
ントの開催や夕日鑑賞バスの運行など稲佐の浜や日御
碕への誘客を中心とした取組を実施した。
　また、インバウンド対策としては、海外プロモーション
や外国語観光パンフレットの制作など情報発信を行うほ
か、Wi-Fi環境等の受入環境整備を行った。
　本市全体の観光入込客数は横ばいではあったが、日
御碕地区の観光入込客数の増加、本市全体の宿泊者
数・外国人宿泊者数が増加したことは、一定の効果が
あったものと考えている。

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

観光ネットワークの整備と拡充

項　　　　　　　目
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計画策定時 目標値

平成27年度末
実績値

平成33年度末
目標値

ごみ排出量（年間） 60,230t 60,961t 58,105t

ごみ削減率（対平成２３年度比） △1.2% △2.7% △7.2%

ごみの最終処分量 9,402t 8,237t 7,845t

ごみの最終処分率
※ごみ最終処分量／ごみ排出量

15.6% 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%
（H28年度）

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%
（H28年度）

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%
（H28年度）

100% 100% 全ての測定地点で昼夜とも環境基準を達成した。

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

10,030人 10,140人 11,000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。

美化サポートクラブ登録団体数 39団体 32団体 35団体
ホームページ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企業・団体の加入促進を図って
いる。

自然体験事業の参加者数（年間） 11,093人 13,750人 14,000人
魅力ある環境講座や教室を企画し、ホームページや広
報紙を通じて、市民等に利用を呼びかけている。

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
すうさせるトキの累計

17羽 12羽 33羽
現在の繁殖ﾍﾟｱに破卵が多く、自然ふ化数が伸びてい
ない。新たな繁殖ﾍﾟｱの導入などを検討していく。

再生可能エネルギー発電設備導入状況（累計）
62,670世帯相

当分
60,114世帯相

当分
63,000世帯相

当分

一般住宅への太陽光発電設備の導入は横ばいの状況
だが、民間事業者による事業用発電設備設置件数が増
加傾向のため、後期計画の目標値達成間近である。

市の事務及び事業から発生するCO₂の排出量
（年間）

7,690ｔ 7,528t 7,500t
厳寒の影響により、電気の使用量や灯油の使用量が増
加したことが要因と考えられる。

市有施設（事務部門）の電力使用量（年間）
10,370,227

kwh
9,953,540kWh 9,732,300kWh

気象条件による冷暖房機器の使用の増加と、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たことで電気使用量が増加した。

平成29年度末
実績値

ごみ排出量は前年度と比較して微増となったが、近年で
は前年度に次ぎ少ない量だった。引き続き減量化に努
める。

　　　　　　　　環境・文化都市の創造

環境先進都市の構築

項　　　　　　　目 コ　メ　ン　ト

不燃物処分場へ搬入されたごみの資源化率が低かっ
た。また可燃ごみが減らなかったため、出雲エネセンの
焼却残渣が減らなかった。引き続き減量化に努める。

地球温暖化・省エネルギー対策

5



計画策定時 目標値

平成27年度末
実績値

平成33年度末
目標値

出雲総合芸術文化祭事業鑑賞者数（年間） 10,984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結果、目標値を上回る結果となっ
た。

文化団体加入者数 5,761人 6,127人 6,300人
多くの団体で加入者が減少傾向にある。引き続き、各団
体のイベント等を周知することで認知度向上に努める。

ホール系文化施設利用者数（年間） 341,317人 391,856人 393,000人
出雲市民会館大ホール耐震改修工事により、平成30年
1月から大ホールの利用を停止したため、利用者が減少
した。

展示系文化施設利用者数（年間） 61,840人 46,915人 48,000人
施設の情報発信の強化やくつろぎスペースの確保など
施設の有効活用に努めた結果、目標値を上回る結果と
なった。

市民参加型スポーツイベント（市内）参加者数
（年間）

2,905人 2,787人 3,000人
安定した参加を得ることが出来た。体力づくりや地域の
活性化に資するよう引き続き参加者を増やす努力をす
る。

大型スポーツイベント（県外）参加者数（年間） 2,474人 3,480人 3,800人
参加者が大幅に減った理由は不明だが、県外からの参
加は、経済効果をもたらすため、引き続き参加者を増や
す努力をする。

スポーツ施設利用者数（年間） 743,850人 721,906人 740,000人
出雲健康公園多目的運動場の人工芝化により冬季の
利用が可能となった結果、目標値を上回る結果となっ
た。

スポーツ少年団加入率（小学生） 18% 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「スポーツ好きっこ育成事業」への参加者募集の強化
を図る。

市民満足度調査「歴史資源や文化財の保護、活
用」の「重要度」
※「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

- 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

- 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）

402,350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。

平成29年度末
実績値

項　　　　　　　目

芸術文化・スポーツの振興

コ　メ　ン　ト
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計画策定時 目標値

平成27年度末
実績値

平成33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）

149,639ｔ 172,159t 175,000t

出雲河下港（垂水、小津地区）の 利用船舶数
（年間）

192隻 193隻 200隻

出雲縁結び空港就航便の利用者数（年間） 91.9万人 82.9万人 90万人
通年での名古屋線複便化と観光客増加が利用者の増
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

- 18.6% 20.0%
他市との連携は様々な事業の中で増えつつあり、広報
誌等を活用してそれらを住民へ周知している。

市民満足度調査「国際交流の推進」における
満足度点数

- 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 37.4% 30.4% 30%台 着実に目標達成に向かっている。

計画策定時 目標値

平成27年度末
実績値

平成33年度末
目標値

乳幼児健康診査受診率 98.5% 98.1% 100.0%

健康診査の目標値は受診率を100％と設定している。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。長期療養
児等の継続した支援の必要な乳幼児は、地区担当保健
師が訪問や相談により支援を行っている。

高齢者インフルエンザ予防接種接種率 55.8% 57.2% 60.0%

接種者数は前年度と比べて大きな変動はないが、対象
者数（65歳以上人口）が増加したため、接種率が若干低
下した。引き続き市民に対する周知啓発に取り組み、接
種率の向上を図る。

胃がん検診受診者数（年間） 2,311人 2,347人 2,400人

子宮頸がん検診受診者数（年間） 3,841人 3,936人 4,200人

乳がん検診受診者数（年間） 2,891人 3,285人 3,300人

大腸がん検診受診者数（年間） 11,549人 13,482人 13,500人

平成29年度末
実績値

平成29年度末
実績値

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

生涯にわたる健康づくりの推進

コ　メ　ン　ト

コ　メ　ン　ト

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、貨物量と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。

　　　　　　　　健康・福祉都市の創造

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
には到達していないが、引き続き関係機関との連携を
図りながら、受診者数の増加を図る。

項　　　　　　　目
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計画策定時 目標値

平成27年度末
実績値

平成33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。現在25人が市民後見人バン
クに登録している。

相談支援（サービス等利用計画） 906人/月 793人/月 890人/月 利用者全員にサービス等利用計画が策定できている。

就労支援（就労移行支援・就労継続支援A型・B
型）

10,014人/月 9,165人日/月 9,770人日/月
平成２８年度に開設した事業所の利用者が増えたた
め、ほぼ計画にそった利用実績となった。

グループホーム利用者 182人/月 187人/月 232人/月 大きな施設設備もないため計画を下回る実績となった。

障がい児通所支援（児童発達支援・放課後等
デイサービス）

3,952人/月 3,148人日/月 3,300人日/月
新たな事業所開設や支援が必要な児童の増加により、
計画を大きく上回る実績となった。

認知症サポーターの人数 16,398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） 54,251人 53,019人 57,000人
目標が達成できるようふれあいサロンの活性化を図っ
ていく。

ふれあいサロンの自主グループ数 114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 44.3% 41.5% 60.0% 未受診者対策の強化により、受診率は増加している。

健診・人間ドック受診件数（年間） 11,779件 10,916件 12,133件
住民の健康への意識の高まりなどもあり、着実に受診
者数を増やすことができた。

計画策定時 目標値

平成27年度末
実績値

平成33年度末
目標値

放課後子ども教室の実施箇所数 19か所 20か所 25か所
平成29年度は1か所取り止めとなり、19か所と減少した
が、今後は増加していく見込みである。

放課後児童クラブ入会児童数 2,014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28年度実績1,940人）

各種人権・同和教育研修会の参加人数 （年間） 7,681人  7,880人 8,000人
目標達成に向け、講演会、研修会の情報をより多くの市
民に周知するよう広報等を工夫する。また、地域での研
修会等開催の支援を継続して行う。

平成29年度末
実績値

平成29年度末
実績値

子ども・若者の育成・支援

　　　　　　　　人材育成都市の創造

お互いを思いやり、尊重しあうまちづくりの推進

項　　　　　　　目 コ　メ　ン　ト

項　　　　　　　目 コ　メ　ン　ト

地域特性を生かした医療体制の充実

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27年度末
実績値

平成33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
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
25.0%

(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、実態は家庭を優先している女性が
多い現状。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） 458人 374人 400人
啓発活動を積極的に行ったため、受講者数が増加し
た。

中学・高校デートＤＶ防止出前講座実施回数（年
間）

9回 10回 12回
目標値は下回ったが、毎年受講を希望する学校があ
る。中学・高校での実施回数を増やし、リピーターとなっ
てもらえるよう啓発活動をさらに進めていく。

防犯教室の開催箇所数（年間） 73か所 69か所 75か所 更なる開催箇所の増加に取り組む。

不審者侵入対応訓練の開催箇所数（年間） 30か所 36か所 50か所 引き続き開催箇所の増加に向けて、啓発活動を行う。

一時預かり事業実施率
81.5%

（22園）
51.8%

（14園）
96.2%

（26園）
順調に推移しており、平成30年度には目標の96.2%（26
園）を達成する予定である。

不登校児童生徒の割合 1.6% 1.2% 1.0%
不登校の未然防止に向けた学校づくり・学級づくりに引
き続き取り組む。

平成29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
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計画策定時 目標値

平成27年度末
実績値

平成33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）

55.8% 57.8% 60.0%
大雨等による農地への被害に伴い、地元産の青果物が
品薄、価格高騰したものの、地産地消推進の取組によ
り、着実に目標達成に向かっている。

学校給食の残菜量 89t 92t 87t
調理方法の工夫や学校・園での食育等により、残菜量
削減に努めた。

学校給食の残菜率 5.4% 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

92.7% 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

101件 93件 120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・市内専門学校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参加者数（累計） 298,398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） 1,198,602冊 1,280,032冊 1,300,000冊

インターネットや携帯電話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 45人 42人 50人
初心者向け講座の実施や啓発活動を行い、目標値達
成に努める。

町内会(自治会)加入世帯数 40,329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や、市のPRにより、
加入世帯数が微増又は維持できた地区もあった。引き
続き、町内会活動内容の周知などを各地区とともに進
めていきたい。

コミュニティセンター利用者数（年間） 788,399人 792,054人 800,000人

一部休館を伴う施設改修や、文化祭等の大型行事の際
の悪天候などで目標は達成できなかったが、各コミュニ
ティセンターでは、新たな事業が始まるなど、活発な活
動が行われている。

ＮＰＯ法人設立認証数（累計） 57件 55件 60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
明していく。

ボランティアセンター登録者数　グループ
258団体
24,048人

258団体
21,772人

270団体
22,860人

ボランティアセンターの取組が成果をあげており、登録
者数は増加傾向にある。

ボランティアセンター登録者数　個人 357人 366人 380人
長期的にみると登録者数は増加傾向にあるが、目標値
の達成を目指し、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）

312件 198件 350件

市への相談や補助金等を利用されたＵＩターン件数は
年々伸びており、年間25件の目標を上回っている。今後
もＵＩターン者のニーズに応じて支援できるよう努めてい
く。

空家バンクの登録件数（累計） 163件 118件 180件
年間約30件の登録を目標としており、目標達成には
至っていないが、空き家実態調査の結果も踏まえて空き
家バンク制度を周知し、登録の推進を図っている。

新築住宅の固定資産税課税免除戸数（累計） 3,023戸 2,036戸 4,736戸
実績を伸ばしている。この制度は平成31年1月1日まで
のため、新規は平成31年度分で終了する。

ホームページアクセス件数（年間） 3,541千件 3,263千件 3,273千件
平成29年3月からの市役所内のシステム変更により職
員からのアクセスが減ったが、住民からのアクセスは順
調に伸びている。

平成29年度末
実績値

地域を支えるひとづくりと住民参画の推進

項　　　　　　　目 コ　メ　ン　ト
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