
【平成３０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） 86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

計画どおりはしご車を更新したが、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

35,672人 23,499人 35,000人
応急手当普及員の養成を積極的に実施した結果、
早期の目標達成となった。

平成30年度末
実績値

防災都市の整備

項　　　　　　　目 コ　メ　ン　ト

　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～平成３３年度）の平成３０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。

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
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） 360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 1,741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、大型店舗等で加入促進活動を行った。また、消
防団が身近で親しみやすい存在であることをPRし、
消防団のイメージアップによる加入促進効果を図る
ため、出雲市消防団マスコットキャラクターを制作し
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

①4棟
②6棟

①　2棟
②　3棟

①　5棟
②　6棟

格納庫の整備が完了し、平成３０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） 2,240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

258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） 102 147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、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） 1,619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３０年度は、８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） 55.6万人 67.1万人 68.0万人
自然災害に起因した観光客の利用減少及び高齢
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） 143.9万人 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（川跡駅での
北松江線と大社線との接続改善など）による定期
利用者の増加が要因と考える。

上水道　管路の耐震化率（％）
※耐震管延長／管路総延長

10.8% 8.5％ 13.5％
平成30年度に水道事業ビジョンを作成した。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

87.7% 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㎡

51.7% 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） 9,304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30年度末
実績値

ゆとりと潤いのある居住空間の整備

コ　メ　ン　ト項　　　　　　　目

地域内交通対策

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） 41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30年度件数：8社。

工場等の新増設による雇用創出（累計） 1,816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30年度人数：530人。
前年度に続き、平成30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） 386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

2,144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） 22件 16件 30件
H30年度に認定審査基準の見直しを行い、2件の新
規認定を行った。制度PRを行い認定数増、認知度
向上及び販路拡大にもつなげていきたい。

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

22軒 26軒 10軒
空き店舗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） 4,668億円 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 330人 224人 254人
市内ＩＴ企業は、売上も好調を維持しており、従業員
数も大幅に増加している。今後も引き続き支援して
いく。

島根大学と市内企業との共同開発件数 34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 76ha 110ha 80ha 耕作放棄地の発生防止に努めている。

多面的機能支払交付金の取組面積 5,378ha 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

8.2m/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

26.7% 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

428～2,212頭 359～951頭 180頭

捕獲状況は、H29：474頭→H30：363頭であり、生息
頭数が減少しているなか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

994～1,790頭 922～1,869頭 非生息区域

捕獲状況は、H29：668頭→H30：635頭であり、生息
頭数が減少しているなか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） 1810頭 1,717頭 2,000頭

捕獲状況は、H29：1,473頭（有害1,210、狩猟263）
H30：1,810頭（有害1,339、狩猟471）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30年度末
実績値

　　　　　　　　産業・観光都市の創造

コ　メ　ン　ト

農林水産業の振興と発展

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

551円 538円 560円
助成事業の活用を推進する等、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） 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） 45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） 49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）

11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や出雲ブランド推進事業によ
り、出雲市の内外に出雲の魅力を情報発信してい
るが、より効果的な取組について検証していく。

「日本の心のふるさと出雲」応援寄附件数（年
間）

20,575件 12,950件 23,000件

平成29年度の19,942件を上回る寄附件数であった
が、寄付総額は前年度の9割に留まった。今後も目
標件数を達成するよう、出雲市の継続的なファンを
増やす取組をしていく。

【再掲】出雲ブランド商品認定制度による認定数
（累計）

22件 16件 30件
H30年度に認定審査基準の見直しを行い、2件の新
規認定を行った。制度PRを行い認定数増、認知度
向上及び販路拡大にもつなげていきたい。

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

281人 220人 300人

観光入込客数（年間）
1,161万人

（H30年末）
1,198万人 1,200万人

市内宿泊者数（年間）
74万人

（H30年末）
61万人 80万人

外国人宿泊者数（年間）
7,875人

（H30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。

平成30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」といった地元組織及び組織の登録者数は増
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。
　また、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つのプロジェクトを中心に、夕方から
夜にかけて楽しめるメニューも取り組み、出雲の新
たな魅力を発信することができた。
　さらに、インバウンドについても「IZUMO」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、動画については、視聴回数1,200万回を超え、
欧米諸国ではフランス、イギリス、アメリカで、アジ
ア地域では台湾、香港、シンガポール、タイなどで
反響があり、出雲への関心を高めるきっかけになっ
た。

特産品開発とブランド化の推進

コ　メ　ン　ト

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

令和3年度末
目標値

ごみ排出量（年間） 60,263t 60,961t 58,105t

ごみ削減率（対平成２３年度比） △3.8% △2.7% △7.2%

ごみの最終処分量 8,739ｔ 8,237t 7,845t

ごみの最終処分率
※ごみ最終処分量／ごみ排出量

14.5% 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

9,955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 40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） 10,625人 13,750人 14,000人
減少傾向にある。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

20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）
68,095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）

7,184t 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） 10,207,548kWh 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。

項　　　　　　　目

環境先進都市の構築

コ　メ　ン　ト

前年度と比較して出雲エネセンの焼却残渣が微増
だったものの、資源化量が増えたこともあり、全体
的に処分量が減った。引き続き、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

平成30年度末
実績値

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、事業所への分別の徹底やリ
サイクルの推進について啓発し、ごみ排出量の削
減を図る。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
境イベントなどにおいて啓発を行う。

　　　　　　　　環境・文化都市の創造
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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） 11,360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 5,736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） 322,765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9月まで大ホールの利用を中止したた
め、利用者が減少した。

展示系文化施設利用者数（年間） 58,450人 46,915人 48,000人
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。

市民参加型スポーツイベント（市内）参加者数
（年間）

2,125人 2,787人 3,000人
参加者（観覧者）が参加（観覧）しやすく、また、参
加（観覧）したくなるような魅力あるイベントになるよ
う改善に努める。

大型スポーツイベント（県外）参加者数（年間） 2,512人 3,480人 3,800人

近年、各地で類似大会が増えていることもあり、参
加者が減っている要因の一つであると考えられる。
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） 729,537人 721,906人 740,000人
猛暑の影響、愛宕山プールの事故による休館等に
より利用者が減少した結果となった。

スポーツ少年団加入率（小学生） 17% 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）

456,317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30年度末
実績値

芸術文化・スポーツの振興

項　　　　　　　目 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

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）

156,471t 172,159t 175,000t

出雲河下港（垂水、小津地区）の 利用船舶数
（年間）

169隻 193隻 200隻

出雲縁結び空港就航便の利用者数（年間） 101.3万人 82.9万人 90万人
静岡線、仙台線の新規就航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%
共通の行政課題の解決に向けて、主に産業や観光
面において、取組みを進めている。

市民満足度調査「国際交流の推進」における
満足度点数

－ 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 38.3% 30.4% 30%台 着実に目標達成に向かって進んでいる。

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 98.8% 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 56.7% 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） 2,133人 2,347人 2,400人

子宮頸がん検診受診者数（年間） 3,644人 3,936人 4,200人

乳がん検診受診者数（年間） 3,083人 3,285人 3,300人

大腸がん検診受診者数（年間） 11,949人 13,482人 13,500人

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、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。

項　　　　　　　目

生涯にわたる健康づくりの推進

コ　メ　ン　ト
平成30年度末

実績値

公共工事の減少等に伴い移出量が減少傾向にあ
り、貨物量・利用船舶数ともに減少している。今後と
も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。

　　　　　　　　健康・福祉都市の創造

　　　　　　　　交流拠点都市の創造

広域連携・他圏域との交流

コ　メ　ン　ト
平成30年度末

実績値
項　　　　　　　目

広域交通網の整備
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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。平成30年度末
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） 936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）

10,431人/月 9,165人日/月 9,770人日/月 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 186人/月 187人/月 232人/月
大きな施設整備もないため、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）

4,346人/月 3,148人日/月 3,300人日/月
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 18,954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） 55,186人 53,019人 57,000人
サロンの参加人数は増加している。引き続き、サロ
ン活動への参加を呼び掛けていく。

ふれあいサロンの自主グループ数 120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 45.6% 41.5% 60.0%

第3期出雲市国民健康保険特定健康診査実施計
画における平成30年度の目標（44%）を達成するこ
とができた。計画の最終年度の目標に向け、引き
続き未受診者対策を行っていく。

健診・人間ドック受診件数（年間） 12,158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。

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

項　　　　　　　目 コ　メ　ン　ト
平成30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

放課後子ども教室の実施箇所数 20か所 20か所 25か所
H29年度に比べ1増、R1年度は更に1増となる見込
みである。

放課後児童クラブ入会児童数 2,084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29年度実績2,014
人）

各種人権・同和教育研修会の参加人数 （年間） 7717  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。

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

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、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） 401人 374人 400人
啓発活動を積極的に行ったため、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。

中学・高校デートＤＶ防止出前講座実施回数（年
間）

12回 10回 12回
毎年受講を希望する学校があり定着しつつある
が、未実施校への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） 75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） 28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
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目標を達
成することができた。

不登校児童生徒の割合 2.1% 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
や相談体制の充実に引き続き取り組む。

項　　　　　　　目 コ　メ　ン　ト
平成30年度末

実績値

生きる力と夢を育む教育体制の充実

お互いを思いやり、尊重しあうまちづくりの推進

項　　　　　　　目 コ　メ　ン　ト
平成30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
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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

学校給食における地元産食材使用割合
（食品数ベース）

49.2% 57.8% 60.0%
猛暑等による天候不良により地元産農作物の生育
が悪く確保することが困難であった。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 81ｔ 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 5.0% 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

93.9% 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
市の抱える地域課題の解決に向けて、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
るなど連携を深めている。

科学アカデミー教室等参加者数（累計） 360,209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） 1,197,868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 44人 42人 50人
初心者向け講座を実施したので、今後は目標値に
達成する見込みである。

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） 809,175人 792,054人 800,000人

新築により拡充したコミュニティセンターが事業を積
極的に実施したことや、各センターの活発な事業展
開により、休館を伴う施設改修があったが利用者
数は伸び、目標を達成できた。

ＮＰＯ法人設立認証数（累計） 58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。

ボランティアセンター登録者数　グループ
267団体
24,721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横ばいであるが、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 372人 366人 380人

近年の状況をみると登録者数は横ばいである。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）

375件
(H30　63件）

198件 350件
後期計画の目標値は達成したが、今後もＵＩターン
者のニーズに沿った有効は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） 183件 118件 180件
目標値は達成したが、引き続き制度の周知を図り、
登録件数増に努めていく。

新築住宅の固定資産税課税免除戸数（累計）
3,579戸(H30.4時

点）
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） 3,877千件 3,263千件 3,273千件 住民からのアクセスは順調に伸びている。

平成30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
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