
（単位：件）

評価施策・
項目数

18 有効であった 58

19 有効とは言えなかった 2

21

2

※上記「地方創生に対する事業効果」の選択肢の説明

非常に効果的であった

第１期出雲市まち・ひと・しごと創生総合戦略に係るＫＰＩ（重要業績評価指標）の
　

実施結果に対する評価表

【出雲市の内部評価】

ＫＰＩ達成への
事業の評価

全体

地方創生に対する
事業効果

【事業効果】の選択肢の説明

非常に効果的であった
全てのＫＰＩが目標値を達成するなど、大いに成果が得られ
たとみなせる場合

効果がなかった

効果があった
ＫＰＩ実績値が目標値を上回ることはなかった、若しくはＫＰＩ
達成状況は芳しくなかったものの、事業開始前よりも取組
が前進・改善したとみなせる場合

－
事業未実施である場合や、ＫＰＩとして使用している統計
データが未公表で把握できない場合などに選択

相当程度効果があった
ＫＰＩ実績値が目標値を相当程度（７～８割）達成した、若しく
は一部のＫＰＩが目標値に達しなかったものの、概ね成果が
得られたとみなせる場合

効果がなかった

60

相当程度効果
があった

効果があった

ＫＰＩの実績値が事業開始前よりも悪化した、若しくは取組と
しても前進・改善したとは言い難いような場合

 【事業効果】の選択肢

資料３
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出雲市まち・ひと・しごと創生総合戦略（Ｈ２７～R元)の具体的施策と重要業績評価指標（ＫＰＩ）

基本目標（１）出雲の特性を生かした魅力ある雇用の場を創出する

基本的
方向

通し
№

具体的施策
※〔　〕は推進交付金の事業名

重要業績評価指標(KPI）　項目 単位
H26年度
現況値

R元年度
実績値

R元年度
目標値

R元年度実
績値の地方
創生に対す
る事業効果

KPI達成
への事業
の評価

具体的な事業の実施状況
及び評価理由

計画期間の総括評価 今後の取組と課題 担当課

1
多様な農業担い手の育成と集落営
農組織のステップアップ

集落営農組織数 組織 77 90 88
非常に効果
的であった

有効であっ
た

　市農業支援センターが関係機関と
連携し、集落営農の組織化・ステッ
プアップ（農事組合法人、協業経営
型集落営農組合への移行）に向け、
相談、指導等の支援を実施した。

　実績値が目標値を上回ったが、集
落によっては担い手が不在のところ
もあり、組織化を継続して推進し集
落組織育成に努める。

　平成３０年度実績値が目標値を上
回ったが、担い手が不在の集落もあ
る。
　農業の重要な担い手である集落
営農なくしては、農業の発展・集落
の維持は不可能であり、関係機関と
連携しながら引き続き集落営農組
織のステップアップを支援する。

農業振興課

2 水産業新ブランドの確立 水産業新ブランドの確立件数 件 -
1

（H27実績）
1

効果があっ
た

有効であっ
た

　平成２７年度に構築した「大社御
縁鰤」のブランドを確立するため、講
習会を行うことで、「大社御縁鰤」を
出荷するグループの技術及び処理
能力の向上につながった。

　「大社御縁鰤」は、通常の活締め
ブリと比較しても高値で取引されて
いることから、他の漁業者の関心も
高く、高鮮度化への意識の向上が
図られている。「大社御縁鰤」を出荷
するグループの会員も平成２７年度
の５名から３名増えて８名となり、出
荷量も年々増加しており、ブランドと
して確立することができた。

　「大社御縁鰤」は高値で取引され
ており、評価を得ている。出荷する
グループの会員も増え、出荷量の
増加も期待できることから、ブランド
確立の成果があったものと考える。
今後も引き続き漁業者の取組に対
して支援を行う。

水産振興課

3 林業担い手の育成 新規小規模林業事業体の設立数 事業体 -
1

（H28実績）
1

効果があっ
た

有効であっ
た

　平成28年度に設立された事業体
（法人）への支援・育成を引き続き実
施し、林業労働力の持続的な確保
を行った。
（平成29年度2名、平成30年度1名
の雇用。）

　林業事業体の育成と雇用の拡大
を目指した「出雲の森しごとチャレン
ジ支援事業」により、1事業体が法人
化し、新たな雇用に繋がった。衰退
が続く林業界において、前衛的な支
援に繋がったと評価している。

　令和元年度（平成31年度）から交
付された森林環境譲与税の活用方
法を踏まえ、林業の担い手育成に
繋がる新たな支援を検討する。 森林政策課

4
コミュニティビジネスの推進による6
次産業の創出

6次産業化推進団体数 団体 - 1 1
効果があっ
た

有効であっ
た

　多伎地域において、新たな加工商
品の開発のため、実証ほ場を用い
たイチジクの生産技能の向上、後継
者の育成を図った。
　また、「多伎いちじく館」において、
直販会と協力し、一層の商品の魅
力化を図るとともに、誘客、交流事
業を積極的に開催し、地元での販
売力を強化した。
　併せて、SNSの活用、アンテナ
ショップへの出店などにより、広く内
外に地域の魅力を発信した。
　これらにより、住民が主体となって
地域活性化や定住促進につなげる
コミュニティビジネスが展開された。

　 コミュニティビジネスの推進や地
場産業の再生支援、交流促進事業
の推進、定住促進事業の推進という
４本柱で事業展開をし、直販会と協
力した販売強化策やうまいもん市の
定期開催、いちじく栽培の実証ほ場
による栽培技術の向上、人的資源
強化による定住交流促進及びＳＮＳ
を活用した人的交流の拡大や情報
発信など、従来なかった新規の活動
が展開されるなど、効果があったと
考える。

　住民が主体となって進める取組を
後押ししたことで、コミュニティビジネ
スを継続していくために必要な共同
体などの基盤づくりができた。
　市からの補助金は、平成３０年度
で終了したが、引き続き、「うみ・や
ま（中山間地域）応援センター」によ
る相談支援の取組を通じて、地域住
民が主体となって行うコミュニティビ
ジネスの取組の推進を図る。

自治振興課

豊かな出雲の産物を生かした地産
地消の推進

　　学校給食地産地消推進 学校給食地産地消率 ％ 56.2 62.8 63

5 学校給食課

　野菜と果物については、引き続
き、毎月、市と市場関係者で構成す
る野菜と果物の「学校給食マッチン
グ会議」を開催し、情報収集していく
ほか、必要に応じて生産圃場の見
学も実施する。また、水産物の活用
を図るため、積極的に情報収集して
いく。
　大規模な共同調理場においては、
①安定的な仕入れ量、②安価な仕
入れ、③均一な規格等が求められ
るため、地域に密着した生産者も大
切にしながら、安全、確実に食材を
仕入れていくことが大切である。

①第一次産
業の活性化

　天候の影響により毎年数値が変
動したものの、地産地消推進の取組
により目標値を上回る年度もあった
ため、地場産物の消費拡大に有効
であった。

有効であっ
た

　市と市場関係者で構成する「学校
給食マッチング会議」を毎月開催
し、食材（野菜、果物）の需要・供給
量等の情報交換を行うことで、地場
産物を献立に活用することができ
た。
　地産地消推進の取組によって、目
標値の相当程度を達成することが
できたため、KPI達成に有効であっ
たと評価した。

相当程度効
果があった
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基本的
方向

通し
№

具体的施策
※〔　〕は推進交付金の事業名

重要業績評価指標(KPI）　項目 単位
H26年度
現況値

R元年度
実績値

R元年度
目標値

R元年度実
績値の地方
創生に対す
る事業効果

KPI達成
への事業
の評価

具体的な事業の実施状況
及び評価理由

計画期間の総括評価 今後の取組と課題 担当課

6
出雲ブランド商品のブラッシュアッ
プと販売促進

出雲ブランド商品認定数 商品 14 24 30
相当程度効
果があった

有効であっ
た

　４商品の申請があった。うち新規
認定商品は2商品であったが、認定
できなかった商品についても、事業
者から再チャレンジの意向をいただ
くなど、商品のブラッシュアップにつ
ながるものと考える。
　また、認定商品の情報発信の強
化のため、出雲ブランド商品ホーム
ページのリニューアルを行った。

　令和元年度までに24商品を認定
し、それぞれの事業者が自社の商
品とともに「出雲」の名前を市外、県
外、国外へとPRすることで、商品の
認知度向上につながった。本市も優
れた商品を活用して「出雲」のPRに
つなげることができ、相互に効果的
な事業となった。

　さらに「出雲ブランド商品」を全国
に販路拡大に繋げていくとともに、
デジタルマーケティングなどの手法
を活用し、本事業や商品の情報発
信を行い、認知度を高めることで、
認定数の増加を図る。

商工振興課

7
「おいしい出雲」の周知拡大と活用
促進

「おいしい出雲」認定数
※H27年度に認定基準見直し

商品 225 162 200
相当程度効
果があった

有効であっ
た

　国の衛生管理制度等の動向に合
わせるため、平成３０年（2018）７月
３１日までの認定期間を令和２年
（2020）３月３１日まで延長した。そ
のため追加認定は行わず、既存の
認定商品のPRを行った。

　平成２７年８月からの第2期認定で
は、審査基準を厳格化し制度の底
上げを図り、認定商品のPRを通じて
更なる販路拡大につなげることがで
きた。

　平成２７年８月からの第２期認定
では、審査基準を厳格化し制度の
底上げを図り、認定商品のPRを通
じて更なる販路拡大につなげること
ができた。
令和２年４月から開始する第３期認
定では、更なる制度の底上げを図る
こととしており、商品力・販売力のあ
る認定商品が前期商品数と同数程
度確保できるよう取り組む。

商工振興課

8 文化財資源を活用した観光振興
＜具体的施策全体を通して、共通
のＫＰＩを設定>

非常に効果
的であった

有効であっ
た

　平成２９年４月に文化庁から認定
を受けた日本遺産「日が沈む聖地
出雲」を活用し、歴史文化遺産の魅
力発信及び人材育成を行った。(日
御碕神社夕刻コンサート、ウェブサ
イト作成、観光ガイド養成、サイン整
備等)
　日本遺産認定後、市内宿泊者数
の増加等、観光入込客の滞在時間
の長時間化に一定の効果が表れて
いる。
【市内宿泊者数】
H28年：618千人⇒H29年：678千人
⇒H30年：747千人⇒Ｒ元年：795千
人
【上記のうち外国人宿泊者数】
 H28年：6,148人⇒H29年：6,250人
⇒H30年：7,875人⇒Ｒ元年：11,552
人
※島根県観光動態調査
【日本遺産ガイド登録者：21人】

　平成２９年４月に文化庁から認定
を受けた日本遺産「日が沈む聖地
出雲」を活用し、歴史文化遺産の魅
力発信を行った。
　日本遺産認定後、市内宿泊者数
の増加等、滞在時間の長時間化に
効果が表れており、通過型観光から
滞在型観光への転換に一定の効果
が表れている。（市内宿泊者数 H28
年：618千人⇒H29年：678千人⇒
H30年：747千人⇒Ｒ元年：795千人。
※島根県観光動態調査）

　日本遺産認定後、市内宿泊者数
の増加等、観光入込客の滞在時間
の長時間化に効果が表れており、
通過型観光から滞在型観光への転
換に一定の効果が表れている。
　日本遺産を活用した歴史文化遺
産の魅力発信事業を引き続き展開
していく。
　事業実施にあたり、地域や観光・
商工団体との一層の協力、連携を
図り、将来的には民間による事業推
進を目指す。 文化財課

9 出雲の食を活用した観光振興
・観光入込客数（当該年1月～12月
の集計数）

万人 1,300 1,249 1,200
非常に効果
的であった

有効であっ
た

　全国各地の大規模イベント等に出
雲の食（出雲そば・出雲ぜんざい・
出雲うどん等）を出展し、手打ち実
演、販売、ふるまいによりPRを行っ
た。兵庫県明石市での「B-1グラン
プリin明石」では「出雲ぜんざい」を
7,400食以上販売し、入賞は逃した
ものの、大会の様子が各種報道機
関に取り上げられるなど、全国に出
雲の食・観光について情報発信する
ことができた。

　市内の観光・商工団体や民間事
業者を中心に組織された「出雲食戦
略会議」と協働し、「出雲そば」、「出
雲ぜんざい」など、出雲の個性ある
食を活用した全国への情報発信を
行った結果、観光誘客や産品振興
及び「出雲」の認知度向上に繋が
り、出雲のシティセールスに貢献し
た。

　引き続き「出雲食戦略会議」との
協働により、「出雲」の「食」を活用
し、「出雲」のブランド力向上と、観
光誘客・産業振興につなげる。
　事業の実施に当たっては、より効
果的なＰＲ・情報発信について、ま
たアフターコロナ・withコロナ時代に
おける大型イベントへの出展のみに
頼らないPR手法について、検討が
必要である。

観光課

③観光関連
産業の活性

化

②出雲ブラ
ンドの活用
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10

出雲大社及び周辺の観光資源の
活用
〔交付金：山陰まんなかインバウン
ド推進プロジェクト〕

有効であっ
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、宿泊者
数70万人の目標を上回る成果があ
り、外国人宿泊者数も初めて1万人
を突破し、大きな成果があったと考
えている。

　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
ニューにも取り組み、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。

　地域限定旅行業の資格を取得し
た（一社）出雲観光協会とともに、体
験型メニューの造成やブラッシュ
アップを継続的に取り組みながら、
着地型旅行商品開発への取組をよ
り具体化していく。
　また、出雲大社に訪れる観光客を
他のエリアに回遊させ、滞在時間を
延長することで宿泊につなげる施策
が大きな柱になる。
　豊かな自然、歴史・文化や神話、
日本三美人の湯として知られる湯
の川温泉、酒や出雲そばに代表さ
れる食など多くの観光資源を最大限
に活用し、「通過型」から「滞在型」
の観光へと転換を図り、産業全体に
波及させていくことが今後の課題で
ある。
　インバウンドについては、
「IZUMO」の情報発信に継続的に取
り組むほか、出雲空港への国際便
の誘致や宿泊助成制度の充実等に
より出雲での外国人宿泊者数の増
を目指す。

観光課

11
医療・ヘルスツーリズムによる新た
な観光ビジネスへの支援

・宿泊者数（当該年1月～12月の集
計数）

万人泊 57 79.5 70
有効であっ
た

　日本三美人の湯（湯の川温泉、龍
神温泉、川中温泉）が連携して、美
をキーワードにしたスタンプカードの
周遊事業を継続実施された。
　また、多伎地域一帯をヘルスツー
リズムの中心と捉え、第三セクター
が実施しているキララコテージ、温
泉、マリンタラソ（海洋療法）を活用
した集客を継続して実施された。
　民間事業者等が実施する取組に、
本市としても観光誘客につながるよ
う情報発信に努め、側面的に支援
を行った。

　民間事業者等が実施する取組に、
本市としても観光誘客につながるよ
う情報発信に努め、側面的な支援を
行った。

　引き続き、民間事業者の取組を支
援するとともに、今後は、市内の他
エリアへも回遊させる情報発信に努
める。

観光課

誘客環境づくり推進

　　団体宿泊の誘致
・外国人宿泊数（当該年1月～12月
の集計数）

人泊 4,000 11,548 10,000

13
　　スポーツツーリズム等旅行商品
の開発

有効であっ
た

　県外からの誘客促進と観光客の
満足度向上を図るため、令和元年
度から、従来の単発イベント形式か
ら　日常的な取組内容へと変更。
　初年度は、受入れ環境整備（サイ
クリングコース上の施設や宿泊施設
等にバイクスタンド設置など）を実施
し、利用者の満足度向上を図った。

　縁結びとサイクリングを組み合わ
せた「縁結びライドin出雲」は、出雲
の特産やスイーツを楽しみながら自
然と歴史文化が体感できる出雲独
自の旅行商品であり、スポーツを通
じた新たな観光誘客につながった。

　市内周遊観光の充実を図るため、
引き続き、自転車を活用した施策を
展開していく。
　新型コロナウイルス感染症拡大の
影響により、一堂に集まるサイクル
イベントよりも、各々のタイミングで
サイクリングできる環境が求めら
れ、今後、効果的な施策を検討す
る。

観光課

14
　　Ｗｉ-Ｆｉ環境の整備　キャッシュレ
スサービスの整備

Wi-Fi又はｷｬｯｼｭﾚｽｻｰﾋﾞｽ整備施
設の増加数（H31目標値は5年間合
計）

件 -
18

（R元：4件）
20

相当程度効
果があった

有効であっ
た

　令和元年度は、市内温泉宿泊施
設へのWifi導入のほか、大型観光
施設でのキャッシュレス導入（海外
向け）が、観光客の利便性向上と観
光施設等の機能向上につながっ
た。

　Wifi・キャッシュレス機能が整備さ
れた宿泊施設・観光施設が増えたこ
とにより、観光客の利便性の向上に
つながった。

　引き続き、観光施設等へのWifi環
境・キャッシュレスサービス環境の
整備への支援を行い、観光客受入
環境整備の推進を図る。 観光課

15 宿泊機能強化
宿泊施設の増加数（H31目標値は5
年間合計）

件 - 3 3
効果があっ
た

有効であっ
た

　市内宿泊機能強化に対する支援
により、宿泊施設・収容人数（客室）
が増加したことで、市内宿泊者数の
増加につながった。

　新規の宿泊施設の建設により収
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。

　引き続き、市の宿泊施設・客室数
の増加のため、宿泊機能強化（新
規・増築）の支援を行うとともに、効
果的な周知等について検討を行う。

観光課

12

　外国人観光客団体宿泊客誘致に
ついては、訪日団体旅行誘客促進
事業補助金の周知にも努め、出雲
市への外国人宿泊客数は増加傾向
にある。

③観光関連
産業の活性

化

非常に効果
的であった

　外国人観光客団体宿泊客誘致に
ついては、米子空港の国際定期路
線や境港クルーズ客船増便の影響
もあり、出雲市への外国人宿泊客数
は増加傾向にある。 観光課

有効であっ
た

　米子空港の国際定期路線や境港
クルーズ客船増便の影響もあり、出
雲市への外国人宿泊客数は増加傾
向にある。
　外国人旅行者目線で事業内容を
展開するとともに、訪日団体旅行誘
客促進事業補助金の周知にも努
め、新たな宿泊者の確保を図る。
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基本的
方向

通し
№

具体的施策
※〔　〕は推進交付金の事業名

重要業績評価指標(KPI）　項目 単位
H26年度
現況値

R元年度
実績値

R元年度
目標値

R元年度実
績値の地方
創生に対す
る事業効果

KPI達成
への事業
の評価

具体的な事業の実施状況
及び評価理由

計画期間の総括評価 今後の取組と課題 担当課

従業員職場定着向上研修参加企
業の満足度

％ - 86 100

従業員職場定着向上研修実施回
数（1年度あたり）

回 - 4 3

17 ものづくり支援
製造品出荷額（工業統計調査数
値）

億円 - 5,350 4,792
非常に効果
的であった

有効であっ
た

　若手技術者の育成に係る研修会
を開催することにより、企業の技術
力の向上の支援をすることで、受注
力の向上につながった。

　セミナーの開催や補助金の交付な
どにより企業が高度な技術を獲得す
るための支援を行った。企業同士が
連携して人材育成、人材確保に取り
組む事例を作ることができた。

　企業の高度技術獲得又は人材育
成、確保に関して、企業が主体的に
取り組めるよう促すことが必要であ
る。
　今後は、補助金の活用等により、
企業の技術力向上の取組を支援す
る。

商工振興課

18 産学官連携・医工連携等の推進
産学官連携による共同開発件数
（H31目標値は5年間合計）

件 -
44

(R元：10件)
34

非常に効果
的であった

有効であっ
た

　地元企業と大学のマッチングに寄
与するとともに、開発商品を首都圏
で行われる展示会に出展する等、
販路拡大にも努めた。

　マッチングにより、多くの共同開発
の契約締結が実現され、多くの地場
企業と大学との連携に寄与できた。

　マッチングにより、多くの共同開発
の契約締結が実現され、多くの地場
企業と大学との連携に寄与できた。
　引き続き、事業のPRを行っていく
とともに、産学官の連携の強化を図
る。

商工振興課

19 ＩＴ産業の振興
市内ソフト系ＩＴ企業雇用者数（対
H25年度）
　※H26現況値はH25値

人増 203 169 115
非常に効果
的であった

有効であっ
た

　次世代人材育成のためのプログラ
ミング教室の開催、学生を対象とし
た企業見学会の実施など、市内ＩＴ
企業グループと連携して取り組み、
市内ＩＴ企業への関心を高めること
ができた。

　学生との交流活動などを積極的に
行うことで参加者も増えつつあり、市
内ＩＴ企業の認知度を高め、人材確
保に繋げることができていると考え
る。また、小中学生向けのプログラミ
ング教室を開催し、未来のエンジニ
アにもPRできていると考える。

　プログラミング教室や学生との交
流活動などを積極的に行うことで、
市内ＩＴ企業の認知度を高め、人材
確保に繋げることができていると考
える。今後も事業を継続し、支援す
る。

商工振興課

20 創業・事業承継支援
創業につながった支援件数（H31目
標値は5年間合計）

件 -
431件

（R元：89
件）

463
相当程度効
果があった

有効であっ
た

　創業塾・各種セミナー・相談窓口
等での支援を継続して行うことによ
り、創業件数の増加につなげること
ができた。

　創業塾・各種セミナー・相談窓口
等での支援を継続して行うことによ
り、創業支援件数の増加に繋げるこ
とができた。

　創業希望者・準備者に対して、継
続して創業支援を行うとともに、創
業に興味程度の者、無関心者に対
しても、創業に関する理解と関心を
深める取組が必要と考える。

商工振興課

⑤企業誘致
の促進

21 製造業・ソフト産業の新増設支援
製造業・ソフト産業の立地計画認定
件数（H31目標値は5年間合計）
　※H26現況値はH22～H26値

件 26 32 30
非常に効果
的であった

有効であっ
た

　企業立地優遇（助成）制度を呼び
水に、県外からの新規立地や立地
済み企業の増設を積極的に働きか
けた結果、平成30年度（8件）より下
回りはしたが立地認定実績（5件）に
つなげた。

　5年間の単年平均件数が6.4件で、
5年間の単年度目標平均件数（6件）
を上回っており、企業立地優遇（助
成）制度を呼び水に一定以上の成
果を上げることができた。

　企業立地優遇（助成）制度は、一
定程度の充実を図ってきた現状に
ある一方、新型コロナウイルス感染
症拡大の影響により新規立地や増
設の動きが鈍っており、今後は新型
コロナウイルス感染症収束後の企
業誘致及び人材確保に向けて情報
収集等に積極的に取り組む。

産業政策課

16 産業政策課

　研修を受けての満足度が前年度
に比較し、低下した。
　実施回数については、目標値を上
回る回数を実施することができた。

④地場企業
への支援

職場定着向上支援
相当程度効
果があった

　実施した合同研修・セミナーにより
働き方やワーク・ライフ・バランスに
ついての知識を習得することによっ
て、職場定着に繋げることができ
た。

　単独では研修・セミナーが実施で
きない中小企業が受講できる合同
研修として意義があり、また、他の
会社の社員から学ぶことや繋がり
が構築できるといった効果もある。
参加者あるいは参加企業のさらな
る職場定着に繋げるため、内容をさ
らに工夫し、取り組む。

有効であっ
た
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地方創生推進交付金を活用した事業に係る事業実施結果報告（重要業績評価指標（ＫＰＩ）の実績値等）

実績値

うち交付金 （令和元年度）

①

外国人観光宿泊客
数
35,000人増
（117,000人⇒152,000
人）

令和3年3月 146,732

②

外国人観光客消費
額単価
10,000円増
（130,653円⇒140,653
円）

令和3年3月 137,948

③
外国人観光客の満
足度
50％

令和3年3月 89.6

③

実施したインバウンド
対応メニューのうち満
足度が８割以上のも
のの数
28本

令和3年3月 4

目標年月

1
山陰まんなかイン
バウンド推進プロ
ジェクト

　「山陰まんなかインバウンド推進プロ
ジェクト」は、　松江市、出雲市、米子市
及び境港市の４市で実施する広域連携
事業である。
　中海・宍道湖圏域に存在する歴史・文
化・自然遺産を磨き上げ、夜のイベント
の開催や体験サービスなど、観光メ
ニューの幅を広げ、積極的な情報発信
を通じて外国人観光客及び宿泊者数の
増加を図る。
（事業期間：平成30年度～令和2年度）

【出雲市実施事業】
１　夜の演出と魅力創出事業
　(1)恋する灯台プロジェクト
　　　イベント開催
　(２)夜の散策プロジェクト
２体験サービス造成
　(１)つるし雛で縁結び
　(２)自然観察ツアー造成
３　観光コーディネーター
　(1)コーディネーター派遣

全体
148,298,516

うち出雲市分
9,971,644

全体
74,060,433

うち出雲市分

4,897,029

№ 交付対象事業の名称 事業概要 今後の取組と課題
事業費（円）

効果があった
有効であっ
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
ロジェクトを推進する日
御碕地域において、灯
台周辺を会場とし、夜を
演出するイベントを夏と
秋に開催し、出雲の新
たな魅力を発信するこ
とができた

灯台のライトアップをは
じめ日御碕の夜を演出
する持続可能な効果的
なイベントを開催し、宿
泊につながる取組を定
着させていく。
体験型メニューをさらに
充実させ、滞在時間の
延長を図っていく。

地方創生に対す
る事業効果

事業の評価 評価理由重要業績評価指標 （ＫＰＩ）
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出雲市まち・ひと・しごと創生総合戦略（Ｈ２７～R元)の具体的施策と重要業績評価指標（ＫＰＩ）

基本目標（２）出雲との縁をつなぎ、ひとの流れをつくる

基本的
方向

通し
№

具体的施策
※〔　〕は推進交付金の事業名

重要業績評価指標(KPI）　項目 単位
H26年度
現況値

R元年度
実績値

R元年度
目標値

R元年度実
績値の地方
創生に対す
る事業効果

KPI達成
への事業
の評価

具体的な事業の実施状況
及び評価理由

計画期間の総括評価 今後の取組と課題 担当課

・市ホームページコンテンツアクセ
ス件数（ページビュー数）

万件 121 367 327

・市フェイスブックページの投稿を
見た人の数

万件 71 69 250

23
出雲の真のブランド化推進の取組
の充実

市民意識調査「出雲ブランド化の
推進」満足度
　※H26現況値はH24年度調査、
H29実績値はH28年度調査による

％ 21.8
26.4

（R元調査）
32.7

相当程度効
果があった

有効であった

　出雲ブランド市民委員を中心に日
本遺産「日が沈む聖地出雲」につい
て、文化財課と協力した研修会を開
催するとともに、地域の食に着目
し、特産品や郷土料理などのPRも
行った。

　「神在月」出雲の情報発信や出雲
ブランド市民委員を中心に出雲の
魅力を発見し、中学校や地域で講
演や研修会を行う取組など出雲ブ
ランドの普及啓発活動を行った。市
民が出雲への愛着と誇りを持ち続
けること、「大好き☆出雲」と思える
ことを目的に事業を展開した。

　「神在月」出雲の情報発信や出雲
ブランド市民委員の活動について
は、市内中心に出雲ブランドの普
及啓発活動を行ってきた。今後は、
市内はもとより市外へも積極的に
出雲の魅力を発信していく。

政策企画課・
縁結び定住課

24 ＵＩターン相談窓口の充実
ＵＩターン相談件数（H31目標値は5
年間合計）
　※H26現況値はH22～H26値

件 862
1,077

（R元：154
件）

1,000
相当程度効
果があった

有効であった

　東京・大阪・広島で開催された移
住フェア等に参加し、移住相談、ＵＩ
ターン就職支援、就農相談等を関
係課と連携し対応した。相談件数
は、平成３０年度に比べ少ない結果
であったが、相談者に向けて移住
につながる情報を継続的に提供で
きたことから、件数のみでの評価は
できない面もあると考える。

　移住・定住の助成制度や職業相
談のほか、子育て支援相談など縁
結び定住課がワンストップ窓口と
なって各課と連携し、移住希望者の
相談にあたっている。
　また、窓口や電話での相談に加
え、県外でのフェアや相談会におい
て、ふるさと島根定住財団や関係
機関と連携して相談に応じ、移住希
望者との交流・情報提供を実施し
た。移住者の多様なニーズに応え
られるよう、職業相談員や農業担
当者も同行し、一定の成果があ
がっていると考える。

　第２期総合戦略の具体的施策とし
てはいないが、第１期と同様の取組
を継続していく。

縁結び定住課

25 女性のＩターン支援
「出雲大好きＩターン女性支援事
業」によるＩターン者数
（H31目標値は5年間合計）

人 - 64
（R元：15人）

50
非常に効果
的であった

有効であった

　平成２７年度から継続して、Ｉター
ン独身女性の引越、家賃助成を行
い、就業先に就業助成金を交付し
た。新規申請は１５人で、平成２７年
度と並んで過去最多人数となり、効
果があったと考える。

　平成２７年度から制度開始し、こ
の制度の利用者は５年でのべ６４
人となった。助成終了後、定住につ
ながらなかったＩターン者もいたが、
ブログによる出雲暮らしの情報発
信等、一定の効果はあったと考え
る。

　助成対象者の定住につなげるた
め、どのような支援が必要なのか
意見を聞きながら、助成制度の検
討をしていく。 縁結び定住課

住環境支援

　　移住促進住まいづくり助成
移住促進住まいづくり助成件数
（H31目標値は5年間合計）

件 -
102

（R元：19件）
75

27 　　空き家バンクの充実
空き家バンク登録件数（H31目標
値は5年間合計）
　※H26現況値はH22～H26値

件 93
107

(R元：18件）
150

効果があっ
た

有効であった

　令和元年度から、建築住宅課に
空き家対策室を設置し、空き家に
関する事務を一元化した。
　空き家バンク事業については、各
地区の自治協会長や、市内の不動
産事業者へ事業の周知及び協力
依頼をおこなったが、空き家バンク
への登録数は、目標値までは到達
していない。

　広報いずもへの掲載、空き家所
有者へのアンケート実施や死亡届
時にパンフレットを配布するなど啓
発活動を行った。年間２５件の空き
家バンク登録を目標としていたが、
目標達成には至っておらず、空き
家の総数に比べてまだまだ登録が
少ない状況である。

　特定非営利活動法人出雲市空き
家相談センターと共催で、空き家相
談会を実施しており、今後も継続
し、物件の掘り起こしや、空き家バ
ンクへの登録、民間での不動産流
通に向けた個々の権利関係の整理
等の支援を行っていく。
　また、地域おこし協力隊や支援員
と協力し、周辺部の空き家の情報
交換を密に行ない、空き家の流通
や周辺部への移住にむけた取組を
おこなう。

建築住宅課
（空き家対策
室）

　引き続きホームページやＳＮＳを
利用し情報発信を行う。効果的な
情報発信を行うために、利用状況
を分析する。 広報課

　助成対象のターゲットは明確にし
つつ、移住希望者のニーズを踏ま
え、助成要件を緩和するなど利用し
やすい制度を検討する。
　また、助成制度の周知について
は、さらに工夫をして取り組む。

　新婚、子育て世帯の移住や重点
支援地域への移住にターゲットを
絞って支援を行った結果、目標を上
回る助成実績となった。
　一方、制度の周知を図ったが、助
成を知らずに着工し、対象とならな
かった事例もあった。

　ホームページの閲覧件数は、概
ね増加していることから、インター
ネットを活用した情報発信は大きな
役割を果たしていると評価する。し
かし、フェイスブックについては、利
用が減少しており、効果的な使用
法を検討する必要がある。

　新婚、子育て世帯や重点支援地
域への移住を助成対象とし、リ
フォーム費用や住宅の固定資産税
の助成を行った。
　助成件数は、平成３０年度に比べ
て下回ったが、主に子育て世帯の
利用があり、移住促進に概ね効果
があったと評価している。

②移住促
進

26

相当程度効
果があった

非常に効果
的であった

①出雲の
魅力発信

ＳＮＳ等を活用した情報発信 有効であった

　フェイスブックについては、閲覧者
の数が減少しているものの、ホーム
ページの閲覧者数は、３００万件台
後半を維持しており、インターネット
を利用した情報発信が、概ねニー
ズに対応できていると評価してい
る。

22

有効であった 縁結び定住課
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基本的
方向

通し
№

具体的施策
※〔　〕は推進交付金の事業名

重要業績評価指標(KPI）　項目 単位
H26年度
現況値

R元年度
実績値

R元年度
目標値

R元年度実
績値の地方
創生に対す
る事業効果

KPI達成
への事業
の評価

具体的な事業の実施状況
及び評価理由

計画期間の総括評価 今後の取組と課題 担当課

②移住促
進

28 民間によるＣＣＲＣ創出への支援
民間によるＣＣＲＣ創出への支援事
業数

事業 - - 1
効果がな
かった

有効とは言
えなかった

　民間によるＣＣＲＣ創出の具体的
な実績はなかった。

　民間によるＣＣＲＣ創出の具体的
な取組がなかった。一方、民間によ
るサービス付き高齢者向け住宅
は、計画期間中に4棟169戸整備さ
れ、それぞれコミュニティを形成して
いる。

　計画期間中に民間による主だっ
た動きがないことから、本事業は今
期をもって終了する。（引き続き民
間事業者の動向を注視する。）

医療介護連携
課

住環境支援

　　定住促進住まいづくり助成
定住促進住まいづくり助成件数
（H31目標値は5年間合計）

件 -
653

（Ｒ元：97件）
750

30
　　新築住宅に対する固定資産税
課税免除

新築住宅に対する課税免除戸数
（H31目標値は5年間合計）
　※H26現況値はH23～H26値

戸 1,525
2,651

（R元：596
件）

2,000
非常に効果
的であった

有効であった

新築課税免除戸数は、令和元年度
目標値2,000件を651件上回り、当
事業は有効なものであったと考えて
いる。

出雲市の新築戸数は5年間を通し
て増加傾向にあり、事業の効果は
非常に有効なものであったと考えて
いる。

　制度導入から一定期間が経過
し、所期の目的は達成したことから
「平成３１年１月１日までに新築され
た住宅」（令和元年度課税）までを
適用対象とし、制度廃止した。

資産税課

全国学力調査「学習状況調査」

　・将来の夢や目標を持つ子ども
〔小学校〕

％ 87.2 82.8 87.7

　・将来の夢や目標を持つ子ども
〔中学校〕

％ 71.8 68.0 72.3

　・失敗を恐れないで挑戦する子ど
も〔小学校〕

％ 73.3 80.8 77.5

　・失敗を恐れないで挑戦する子ど
も〔中学校〕

％ 69.9 68.4 73.9

　・住んでいる地域の行事に参加
する子ども〔小学校〕

％ 77.1 72.8 77.6

　・住んでいる地域の行事に参加
する子ども〔中学校〕

％ 43.8 50.6 44.3

　・地域や社会で起こっている問題
や出来事に興味をもつ子ども〔小
学校〕

％ 62.9 R元項目なし 66.6

　・地域や社会で起こっている問題
や出来事に興味をもつ子ども〔中
学校〕

％ 57.1 R元項目なし 63.4

高校卒業予定者（就職希望者）の
県内就職内定率

％ - 78.4 85 産業政策課

32 地元大学・専門学校の魅力化支援

＜具体的施策全体を通して、共通
のＫＰＩを設定＞

相当程度効
果があった

有効であった

　島根県立大学出雲キャンパスで
は、駅前のサテライトキャンパスを
会場に「いずも健康市民大学」を開
講し、健康づくり、食文化、歴史など
幅広い分野で市民公開講座を実施
した。また市民向けのポルトガル語
講座を開設するなど、地域のニー
ズに応じて講座の充実を図り、同校
の魅力化に効果があった。
　出雲医療看護専門学校では、学
生ボランティアが消防団活動に協
力するなど、地域との交流のなかで
魅力発信を行った。

　島根県立大学出雲キャンパスで
は、地域の参加者の意見も取り入
れながら、サテライトキャンパスを
活用した公開講座の充実を図っ
た。
　市内３つの専門学校では、他校と
の連携も強化しながら各校の魅力
化に効果をあげた。

　島根大学医学部と島根県立大学
出雲キャンパスでは、市民向けの
公開講座のさらなる充実と地域との
連携も図りながら、各学校の魅力
発信を行う。
　各校の特色を活かし、地域への
情報発信を積極的に行うことで、学
生確保活動を進めていく。

33 高等教育機関の新規立地・拡充 市内在学大学・専門学校生数
相当程度効
果があった

有効であった

　島根大学医学部と島根県立大学
出雲キャンパスでは、学生ボラン
ティアが地域住民とともに活動する
など交流を図りながら、情報発信を
行った。
　市内３つの専門学校が合同で、中
学生を対象とした職場体験を実施
し、地元進学をＰＲした。

　学生数は目標値まで届いていな
いが、新たな学科が新設されるなど
着実に増加をしている。

　令和３年度には、出雲医療看護
専門学校で新学科が新設予定で、
学生数の確保が見込まれる。

　「総合的な学習の時間」等におい
て、地域講師を招いた講話や体験
学習を実施したり、地域に出かけて
自然や文化遺産に触れるなど、多
様なふるさと教育を通じて、郷土へ
の誇りや愛着を深め、心豊かな児
童生徒の育成を図ることができた。
　「小・中学校ふるさと・キャリア教
育」では、地域の社会人等を講師
に迎え、市内２７校において実施し
た。
　「ふるさと教育」は、地域ボラン
ティア等の活動を生かして、全校各
学年平均５０．９時間（県基準３５時
間以上）の実施となり、児童生徒が
ふるさとのよさを感じたり、地域へ
の貢献意欲を高めたりすることがで
きた。
　また、高校での地元企業ガイダン
スや企業見学など、地元企業につ
いて知る機会を通じて、県内就職
内定率が平成３０年度を上回ること
ができた。

　「総合的な学習の時間」等を中心
とし、市内全小・中学校において、
ふるさと・キャリア教育の推進を
行ったことで、児童生徒がふるさと
への誇りと愛着をもつことにつな
がった。また、学びをとおして地域
課題に関心を持ち解決方法につい
て考えたり、地域のよさをさらに進
展するような取組を、発達段階に応
じて考えることができた。
　こうした取組を更に充実させること
で、児童生徒がふるさとへの誇りと
愛着を高めるとともに、地域貢献意
欲の醸成を図りたい。また、出雲市
キャリア教育を体系化し、キャリア
パスポートを活用することで、キャリ
ア教育の充実を図る。
　高校生向けの事業を通じ、低学
年から地元就職についての意識を
醸成できるよう、さらに内容を工夫
し、継続して取り組む。

教育政策課・
学校教育課

　「総合的な学習の時間」等を中心
とし、市内全小・中学校において、
ふるさと・キャリア教育の推進を
行ったことで、児童生徒がふるさと
への誇りと愛着をもつことにつな
がった。また、学びをとおして地域
課題に関心を持ち解決方法につい
て考えたり、地域のよさをさらに進
展するような取組を、発達段階なり
に考えることができた。
　高校生の県内就職内定率につい
ては、目標値を達成することができ
なかったが、高校生向けの事業を
通じ、県内就職内定率を就職者の
概ね４分の３の割合で保つことがで
きた。

ふるさと教育・キャリア教育の推進

※ＫＰＩのうち、全国学力調査の結
果は(3)③「教育環境の充実」と同
じ

2,000人 1,716

効果があっ
た

③定住促進

総務課

有効であった31

1,948

効果があっ
た

29

　子育て世帯や三世代同居世帯等
を対象にリフォーム費用の助成を
行ったが、助成件数が目標を下
回った。

有効であった

　助成件数の実績値が減少傾向に
あるため、制度の一部見直しを図る
とともに、利用を促す周知に取り組
む。

　概ね目標の助成件数である年間
１５０件程度の申請があり、一定の
成果があったと考える。

縁結び定住課
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基本的
方向

通し
№

具体的施策
※〔　〕は推進交付金の事業名

重要業績評価指標(KPI）　項目 単位
H26年度
現況値

R元年度
実績値

R元年度
目標値

R元年度実
績値の地方
創生に対す
る事業効果

KPI達成
への事業
の評価

具体的な事業の実施状況
及び評価理由

計画期間の総括評価 今後の取組と課題 担当課

④政府関
係機関の
誘致

34 政府関係機関の誘致 政府関係機関の誘致機関数 機関 - - 1
効果がな
かった

有効とは言
えなかった

島根県市長会を通じて、国に対し
「中央省庁機能の地方移転などに
ついて、国自ら率先して行動を起こ
すこと。また、移転に伴う負担を地
方に求めないこと。」を要望した。

　当初、国から示された政府関係機
関の移転リストの中から、農林水産
業分野の３施設の移転を提案し
た。しかし、その後の国の方針や個
別の指摘内容を踏まえ、提案を取
り下げた。
　今後、国から新たな方針が示され
れば、改めて出雲市としての提案を
検討する。

　今後、国から新たな方針が示され
れば、改めて出雲市としての提案を
検討する。

政策企画課

9



出雲市まち・ひと・しごと創生総合戦略（Ｈ２７～R元)の具体的施策と重要業績評価指標（ＫＰＩ）

基本目標（３）出雲で縁を結び、子育てしていく希望をかなえる

基本的
方向

通し
№

具体的施策
※〔　〕は推進交付金の事業名

重要業績評価指標(KPI）　項目 単位
H26年度
現況値

R元年度
実績値

R元年度
目標値

R元年度実
績値の地方
創生に対す
る事業効果

KPI達成
への事業
の評価

具体的な事業の実施状況
及び評価理由

計画期間の総括評価 今後の取組と課題 担当課

35 結婚を望む方への支援
結婚支援セミナー参加者数
（H31目標値は5年間合計）

人 96
563

(R元：60人）
1,000

効果があっ
た

有効であった

　出会いの場のイベント前に婚活に
関するセミナーを開催した。中でも
男性対象のファッションセミナーで
は、参加者に対し具体的アドバイス
が行われ、実施後のアンケートで全
員が「とてもよい」または「よい」と回
答した。
　新型コロナウイルス感染症の影響
で１回中止したため、参加人数は前
年度より少なかったが、効果的なセ
ミナーが実施できた。

　講師の人選や開催内容を工夫し、
参加者のアンケート結果も参考にし
てセミナーを開催した。
　参加者数は目標値に届かなかっ
たが、セミナーに対する評価は高く、
参加者にとって後の婚活につながる
内容であった。

　婚活に関するセミナーは、参加者
が集まりにくい状況にあるが、婚活
イベントの参加条件として募集する
などの工夫をした。今後も引き続き
魅力ある内容で参加しやすいセミ
ナーを実施し、結婚を希望する人の
支援を行う。

縁結び定住課

36 地域における結婚支援気運の醸成
結婚お世話役（島根はっぴぃこー
でぃねーたー）の輩出数
　※H26現況値はH27.4月現在

人 27 43 47
相当程度効
果があった

有効であった

　広報紙で、はぴこ会活動を紹介し
たり親向けセミナーで登録の呼びか
けを行うなどした結果、昨年に比べ
３人増であったが目標値には届か
なかった。

　出雲はぴこ会と連携した取組を行
うため、活動拠点として市役所相談
室を「はぴこルーム」として提供し
た。はぴこ登録者数は、目標値には
届かなかったが、県内一多い状況
にあり、相談登録者数も県内一（３
２．５％）である。婚活サポートマネ
ジャーが事務支援を行い、はぴこ活
動に専念しやすい環境を作ることが
できた。

　今後も引き続き出雲はぴこ会と連
携し、はぴこ登録者（特に若年層）を
増やす取組を行う。

縁結び定住課

37
若年層を対象にした結婚・妊娠・出
産・子育ての意識啓発

ライフデザイン講座開催数
（H31目標値は5年間合計）

回 -
10

（R元：2回）
15
効果があっ
た

有効であった

　年間３回程度の実施を目標として
おり、目標値には届かなかった。

　専門学校等で実施しているが、授
業の年間計画が早い段階で決まる
ことと授業数の確保を優先されるた
め、開催できない年度もあった。令
和元年度は、学校だけでなく他団体
主催の婚活イベントに参加した男女
を対象に、出前講座として実施し
た。

　学校での実施については、年間計
画が早い段階で決まることと授業数
の確保を優先されるため実施まで
のハードルが高い。今後は、専門学
校や高校への働きかけに加え関係
課の事業とのタイアップ実施につい
ても検討する。

縁結び定住課

38 不妊治療への支援
不育症治療費助成制度利用（申請）
者数（H31目標値は5年間合計）

人 -
30

(R元:9人)
100

効果があっ
た

有効であった

　令和元年度から、対象者の要件を
緩和するよう要綱の改正を行い、助
成制度の申請者は９名と増加した。
申請者のうち８名が出産し、経済的
負担の軽減及び出生数の増加につ
ながっている。

平成２７年度の事業開始以降、ほと
んどの申請者が出産しており、経済
的負担の軽減及び出生数の増加に
つながっている。

　妊娠・出産を望む夫婦への医療費
助成として、一般不妊治療費（市の
助成制度）、特定不妊治療費（県の
助成制度）がある。不育症治療費の
助成は、不妊治療費助成制度と連
動した妊娠・出産にまつわる医療費
助成制度として出生数の増加に関
連があると思われるため、更なる周
知も図りながら継続して実施する必
要がある。

健康増進課

・あかちゃんのお世話教室満足度 ％ 98.5 95.1 100

・4か月児健診対象者の絵本とのふ
れあい実施率

％ 97.6 100.0 100

・はじめての子育て講座満足度 ％ - 91.9 100

・にこっとティータイム講座満足度 ％ 93.5 98.7 100

・10代の望まない妊娠届出者数 人 0 5 0

　赤ちゃんのお世話教室は参加希
望者が多く、令和元年度は１８回、１
００組の参加があった。
　また、参加者満足度を評価指標と
して掲げている３事業では、すべて
高い満足度を保っている。
　4か月児健診時に行うブックスター
ト事業は、乳児期早期からの愛着
形成の大切さを実感し、親子で実践
するきっかけづくりとなっている。
　思春期の学習支援は、望まない妊
娠を防止する事業である。令和元年
度は１０代の望まない妊娠届出者
は5人であり、更なる啓発を行ってい
く必要がある。

　ライフステージに沿った「親子のき
ずなづくり支援」事業は、安心して子
どもを生み育てることができる環境
づくり、子どもがすこやかに成長す
る環境づくりに重要な役割を果たし
ている。
　親子のきずなをはぐくむ５事業を
包括的に実施し、妊娠・出産・子育
てと切れ目のない支援を行うことで
次世代の出生とすこやかな成長発
達につながっているため、継続して
実施する。

親子のきずなづくり支援

①結婚支
援

　親子のきずなをはぐくむ５事業を
包括的に実施し、妊娠・出産・子育
てと切れ目のない支援を行うことで
次世代の出生とすこやかな成長発
達につながっている。子育てへの不
安、負担感を抱えた親子が各教室
へ参加することで、子どもへの愛着
や子育てへの自信を持ち、仲間づく
りへつながっている。39

効果があっ
た

②妊娠・出
産・子育て
への切れ
目ない支援

健康増進課有効であった

10
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40

子育てに関する相談支援の充実
　・子どもの成長・発達を支える取組
　・児童虐待防止対策
　・ひとり親家庭等への自立支援　等

支援対象となった家庭・相談者への
対応率

％ 100 100 100
非常に効果
的であった

有効であった

　平成３１年４月に「子ども家庭相談
室」を創設し、当室に「子ども家庭総
合支援拠点」機能を設置した。児童
虐待等の相談支援専門部署として
明確に位置づけることで、専門職の
配置や関係機関との情報・対応連
携等、支援体制の更なる強化を図
ることができた。また、相談内容が
多様化しており、支援が難しい事例
も増えているが、児童相談アドバイ
ザーの活用や関係機関との定例会
議の回数を増やすなど、体制や連
携を強化することで対応できてい
る。

　家族形態の変化等により相談内
容が多様化・複雑化しており、継続
的な支援が必要なケースが増加し
ているが、市としての専門部署を創
設し、人員体制や関係機関との連
携を強化するなどして対応できてい
る。

　「子ども家庭総合支援拠点」機能
を有する市の専門機関として、「子
ども家庭相談室」で児童虐待等の
専門的な相談対応や調査、訪問
等、関係機関と連携しての継続的な
ソーシャルワークを行う。
　多様化、複雑化する相談への対
応に向け、実務研修への参加や児
童相談アドバイザーの積極的な活
用により、専門性を高める必要があ
る。

子ども政策課

子育て支援センター利用者数 人日 - 59,864 75,000 子ども政策課

ファミリーサポートセンター利用者数 人日 - 6,231 7,750 子ども政策課

病児・病後児保育利用者数 人日 - 2,606 2,900 保育幼稚園課

保育所等定員 人 - 6,201 6,200 保育幼稚園課

児童クラブ利用者数 人 - 2,218 2,300 子ども政策課

幼稚園入園児保護者の満足度 ％ - 87 80

一時預かり事業利用者数 人日 - 82,438 91,010

41

　出生数の低下等を要因とし、子育
て支援センターの利用者は減少傾
向にある。事業周知をより積極的に
行うとともに、利用しやすい施設環
境の整備に努め、利用者数の増を
図る必要がある。
　ファミリーサポートセンター事業に
ついては、依頼会員の登録数は着
実に増加しているが、援助会員の登
録数は伸び悩んでおり、援助会員
の確保が喫緊の課題である。援助
会員（外国人含む）の不足を解消す
るため、募集の周知を強化したい。
また、援助会員における緊急救命
講習及び事故予防に関する講習の
受講必須化について周知を徹底さ
せ、受講者数の増を目指す。
　病児・病後児保育については、利
用者数は順調に伸びていることから
広報活動の成果はあると考えてい
るが、保護者への周知は十分とは
言えず、広報等の工夫が必要と考
える。
　今後は保護者のニーズと利用実
態等を把握し、サービスの提供体制
等について検討が必要。

　児童クラブは、入会希望者が年々
増加しているため、市設置クラブの
増築、法人設置クラブの新設などに
より計画的な受入枠の拡充を今後
もさらに進める必要がある。
　保育所入所未決定者が引き続き
２００名を超えていることから、引き
続き定員確保が必要と考えられる。
定員確保においては、第2期子ど
も・子育て支援事業計画の確保方
針に基づき未決定者の状況等を見
ながら年次的に増員を図る。

②妊娠・出
産・子育て
への切れ
目ない支援

幼稚園における特別支援保育体制
の整備により安心して子育てできる
環境形成に寄与することができた。
一時預かり事業について、実施時
間が長時間と短時間の園があるた
め、短時間の園については年次的
に時間延長を行い、子育て支援の
充実を図る。

　家族形態の変化等により相談内
容が多様化・複雑化しており、継続
的な支援が必要なケースが増加し
ているが、市としての専門部署を創
設し、人員体制や関係機関との連
携を強化するなどして対応できてい
る。
　子育て支援センターについては、
通常の開所だけでなく様々な行事
や子育てに関する教室等を開催し、
それを目的に来所する利用者もあっ
た。常駐の保育士が利用者と積極
的にコミュニケーションをとることに
より、子育てに関する悩みや相談を
引き出すことができた。
　病児・病後児保育については、利
用者数は順調に伸びていることから
広報活動の成果があがったと考えら
れる。
実施施設数について、平成３０年度
に1か所閉鎖したが、令和元年度中
に施設整備を行った1施設が、令和
２年４月１日から新規開設すること
になった。

　市設置の児童クラブについては、
運営を委託する地域の運営委員会
と調整をしながら、可能な限りの受
入増を図った。また、社会福祉法人
等による施設整備費・運営費補助
制度を活用し、新たな受入増の方
策を講じた。
　保育所については、施設整備によ
る70名の定員増及び施設整備を伴
わない50名の定員増による受入枠
の拡大により、子育て支援に有効で
あった。

42

相当程度効
果があった

43

子育て支援サービスの充実
　・子育て支援センター運営事業
　・ファミリーサポートセンター運営事業
　・病児・病後児保育事業　等

幼児教育の充実
　・特別支援教育の充実
　・一時預かり保育事業　等

有効であった

　市設置の児童クラブについては、
地域の運営委員会との調整や社会
福祉法人等に対する補助制度の創
設により、毎年受け入れ数を増加さ
せることができた。また、開設時間
延長制度を設け、保護者ニーズへ
の対応を行った。
　令和２年４月１日において待機児
童が０となったことから、子育て支援
に有効であった。

　子育て支援センター事業について
は、全体としては利用者数が減少し
ているものの、継続利用いただく方
も多く、子育て世帯への支援として
定着したサービスとなっている。
　ファミリーサポートセンター事業に
関しては、昨年と同水準の利用件
数となっており、市民に定着した
サービスとなっている。
　病児・病後児保育については、パ
ンフレット・ポスター等による広報活
動を強化した結果、利用者数が90
人増加し、子育て支援に有効であっ
た。

有効であった

　幼稚園における特別支援保育体
制の整備により安心して子育てでき
る環境形成に寄与することができ
た。
　市内の幼稚園全園で一時預かり
事業を実施することができ、子育て
支援に有効であった。

相当程度効
果があった

有効であった 保育幼稚園課

相当程度効
果があった

子育てと仕事の両立支援
　・保育サービスの充実
　・放課後児童クラブ事業　等

　幼稚園における特別支援保育体
制の整備により安心して子育てでき
る環境形成に寄与することができ
た。
　また、一時預かり事業の実施時間
の延長（1園）を実施した園について
は、入園児数が増加し、子育て支援
に有効であった。
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教育力の向上
＜具体的施策全体を通して、共通
のＫＰＩを設定＞

　　教育指導監の配置 全国学力調査「学習状況調査」

　　学校の特色ある取組の促進
　・将来の夢や目標を持つ子ども
〔小学校〕

％ 87.2 82.8 87.7

　　地域学校運営理事会の充実
　・将来の夢や目標を持つ子ども
〔中学校〕

％ 71.8 68.0 72.3

　　教務支援システム導入
　・失敗を恐れないで挑戦する子ど
も〔小学校〕

％ 73.3 80.8 77.5

　　ＩＣＴ機器導入による効果的学習
の推進

　・失敗を恐れないで挑戦する子ど
も〔中学校〕

％ 69.9 68.4 73.9

　　理科学習の充実
　・住んでいる地域の行事に参加す
る子ども〔小学校〕

％ 77.1 72.8 77.6

　　外国語教育の推進
　・住んでいる地域の行事に参加す
る子ども〔中学校〕

％ 43.8 50.6 44.3

　　学校図書館活用教育の充実
　・地域や社会で起こっている問題
や出来事に興味をもつ子ども〔小学
校〕

％ 62.9
R元項目な

し
66.6

　・地域や社会で起こっている問題
や出来事に興味をもつ子ども〔中学
校〕

％ 57.1
R元項目な

し
63.4

児童・生徒への支援

　　不登校相談員の配置充実

　　家庭学習支援事業の充実

　　日本語指導が必要な児童生徒
への支援の充実

　　保幼小中連携による就学支援

③教育環
境の充実

44

45

　地域学校運営理事会の充実を目
指した取組を継続的に実施し、その
役割や意義についての理解を深め
ていくことができた。
　教育指導監による学校訪問は、各
校の実態・課題に応じた指導助言を
年間通して行うことにより、管理職の
学校マネジメント力及び教員の授業
力向上に寄与することができた。ま
た、学力向上研修講座は、講義及
び演習・協議を通して参加教員が日
頃の疑問を解決したり今後の取組
の見通しを持ったりすることができ
た。
　学校の特色ある取組支援事業は、
各校での実態や課題に応じた取組
の推進を図るとともに、成果を市内
小・中学校で共有することができた。
　ＡＬＴ及びＡＥＴが授業補助等を行
うことにより、指導体制の充実につ
ながった。また、外国語教育モデル
校の成果をもとに「外国語活動・外
国語科授業づくりチェックリストⅠ・
Ⅱ」を作成・配付し、各校における校
内体制の評価及び授業改善の推進
等に資することができた。
　学校司書等研修を実施するととも
に、市内小・中学校への学校司書配
置を毎年増員して学校図書館活用
の推進を図った。

教育政策課・
学校教育課・
児童生徒支援

課

教育政策課・
学校教育課・
出雲科学館

効果があっ
た

　地域学校運営理事会については、
理事長・校長合同研修会を開催し、
理事会の役割や地域との連携・協
働の意義について再確認し、各理
事会の活性化へとつなげた。
　教育指導監（２名）の学校訪問に
より教員の授業力向上や児童生徒
の学力向上について助言指導を行
うとともに、学力向上研修講座や理
科教員向け研修講座を実施し、教
員の授業力向上を図った。
　各学校の学力向上に係る主体的
な研究・研修や実践的な取組の経
費を支援し、取組成果を全市で共有
した。
　教務支援システムの整備やスクー
ルサポートスタッフ（大規模校９校）
の配置により、教員の事務的業務を
軽減し、児童生徒と向き合う時間の
確保を図った。
　市内小・中学校に外国語指導助
手（ＡＬＴ）及び英語指導助手（ＡＥＴ）
を派遣し、外国語活動の授業補助
及び教材作成補助を行い、外国語
教育の推進を図った。また、南中学
校区を外国語教育モデル校とし、ＩＣ
Ｔ機器を活用した学習や小中連携
による指導を実践し、その成果を全
市で共有した。
　全ての小・中学校に学校司書また
は読書ヘルパーを配置し、読書活
動及び学校図書館を活用した調べ
学習の促進を図った。

　地域学校運営理事会制度を活用
し、家庭・地域・学校の連携・協働の
更なる推進を図る。
　教育指導員（教育指導監から名称
変更）による学校訪問を拡充し、各
校における組織的な授業改善の推
進を支援する。また、市全体の教育
の質の向上を図るため、引き続き教
職員の主体的な研究・研修や実践
的な取組の経費を支援する。
　ICT機器環境整備については、
GIGAスクール構想に基づいて児童
生徒1人1台環境を実現し、研修会
実施等により各校の効果的な活用
について支援する。
　引き続き、市内小・中学校にＡＬＴ
及びＡＥＴを派遣し、質の高い外国
語教育の推進を図る。
　学校司書または読書ヘルパーの
配置は、児童生徒の読書活動推進
に高い効果がある。学校図書館を
活用した学習の取組を一層推進す
るため、学校司書の全校配置に向
けた事業拡充を図るとともに、学校
図書館支援センターと連携し、調べ
学習の推進と学校司書および読書
ヘルパーの資質向上のため、研修
の充実を図る。

　不登校の未然防止や早期の対応
を充実させるため、不登校相談員の
配置を継続する。
　家庭学習支援の充実を図るため、
各学校、支援員を対象にアンケート
を実施し、事業の改善を進める。
　日本語指導が必要な児童生徒は
年々増加し、新規転入の場合はほ
とんどが日本語が全く話せない者で
ある。日本に長く住み高等学校への
進学を考えている児童生徒が多く、
在籍学級での教科学習を受けられ
るように、初期・中期指導の充実や
指導員等の増員、研修の充実な
ど、指導体制の一層の強化を図る
必要がある。

有効であった

　不登校相談員が関わった小学校
児童・保護者数：４２７人・中学校生
徒保護者数：３０３人
　不登校相談員配置校では、活用
の在り方や支援の方法について工
夫が進み、個に応じた支援が行わ
れている。
　小学校では相談室や保健室等で
の相談や対応が充実し、中学校で
は家庭に引きこもりがちな生徒に対
し、不登校相談員が家庭訪問をして
の支援が拡大してきている。
　全ての小中学校で放課後学習等
支援事業を実施し、児童生徒の学
習意欲の向上や学習習慣の定着を
図った。
　日本語指導を必要とする児童生徒
はこの５年で急増し、支援体制の整
備が急務となったが、指導員や母語
支援員、通訳翻訳支援員など、必要
な人材の増員や確保に努めた。特
に転入間もない児童生徒の初期指
導を充実させるために、日本語初期
集中指導教室を開設したことや、在
籍学級での教科学習を受けられる
ように初期指導に関わる教材やカリ
キュラムの整備も行うことができた。
拠点校制度を導入したことで、指導
員や母語支援員を集中的に配置
し、指導体制の充実を図ったことも、
初期指導の充実には大きな成果で
ある。

　不登校相談員は、小学校へ１１
名、中学校へ８名配置し、別室での
対応や家庭訪問を通じての支援を
行っており、不登校の早期対応や未
然防止につながっている。
　全ての小中学校の放課後等にお
いて、希望する児童生徒に対し、地
域の支援員による発展的・補充的な
学習支援を行い、児童生徒の家庭
学習の習慣化を図った。
　転入間もない児童生徒の初期日
本語指導のために、日本語初期集
中指導教室を開設し、年間を通して
指導することができた。日本語の基
礎や習慣や文化の理解を図ること
ができた。また、日本語指導の必要
な児童生徒の在籍の多い６校を日
本語指導拠点校として、指導員や
母語支援員を集中的に配置し、指
導体制の充実を図ったことが、大き
な成果である。

有効であっ
た

12
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KPI達成
への事業
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具体的な事業の実施状況
及び評価理由

計画期間の総括評価 今後の取組と課題 担当課

④ワーク・
ライフ・バラ
ンスの推進

46 企業経営者に対する啓発促進
ワーク・ライフ・バランス研修実施事
業所数（H31目標値は5年間合計）
　※H26現況値はH22～H26値

事業所 4
10

（R元：5事
業所）

15
効果があっ
た

有効であった

　商工団体等に積極的にPRするこ
とで、研修（出前講座）の受講事業
所数を増やすことができた。

　企業の関心の高い制度改革と絡
めた講座の開催を行いながら、引き
続きワーク・ライフ・バランスの推進
に取り組む。

　ワーク・ライフ・バランスという切り
口だけでは研修を受ける企業が少
ないことが課題であり、商工・産業
の担当課と連携を図りながら、企業
の関心の高い制度改革と絡めた講
座などを実施していく必要がある。

市民活動支援
課

13



出雲市まち・ひと・しごと創生総合戦略（Ｈ２７～R元)の具体的施策と重要業績評価指標（ＫＰＩ）

基本目標（４）住みやすさ№1のまちづくりを行うとともに、住民による主体的な地域づくりを進める

基本的
方向
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№
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47 防災行政無線の整備促進
全世帯に対する防災行政無線の聴
取可能な世帯の割合

％ 34 34 45
効果があっ
た

有効であった

　防災行政無線の継続的な活用等
を行なった。

　第２期整備が完了し、災害対策の
強化が図られた。

　平成２９年度までの第２期整備に
より、出雲市全域に防災行政無線を
整備した。
　また、令和２年度に斐川地域にお
いてのデジタル化、戸別受信機が
未設置の地域(出雲(南部除く)、平
田、大社)の防災行政無線整備を行
う。

防災安全課

48 防災意識の醸成
防災ハザードマップ配布世帯の割
合（町内加入世帯相当値）

％ 70 100 100
非常に効果
的であった

有効であった

　新たに作成した防災ハザードマッ
プの全戸配付（事業所含む）を行
なった。

　防災ハザードマップの作成･全戸
配付等により、防災意識の醸成や
利活用により地域防災力の向上が
図られた。

　防災ハザードマップの作成･配付
により、市民の防災意識の醸成や
地域防災力の向上が図られた。
　今後は、地震ハザードマップ作成
や各種変更等に対応した防災ハ
ザードマップの作成、周知が必要で
ある。

防災安全課

特定健診受診率 ％ 42.3
45.6

(H30年度実
績）

60

がん検診受診率

　・胃がん検診（40～69歳） ％ 6.0 3.6 10

　・大腸がん検診（40～69歳） ％ 37.1 26.1 50

　・乳がん検診（40～69歳） ％ 41.4 42.6 60

　・子宮がん検診（20～69歳） ％ 41.1 39.8 70

市立総合医療センター健診・人間
ドック受診件数

件 10,491 12,129 12,021
総合医療
センター

③小さな拠
点づくり

50
うみ・やま（中山間地域）応援セン
ターの充実

島根県現場支援地区の指定 地域 - 3 4
相当程度効
果があった

有効であった

　地域課題解決に向けた話し合いを
行い、地域計画策定に向け取り組
む地区もある。
（令和元年度指定地区：佐田地域、
多伎地域、伊野地区）

　地域課題解決に向け、地域住民
同士による話合いが促進されたこ
と、また、話合いの中で提案された
ものを実現するための実践活動に
つながるなど、効果があったと考え
る。

　地域課題解決に向け、地域住民
同士による話合いが促進されたこ
と、また、話合いから、具体的な実
践活動につながるなどの効果が
あった。
　引き続き、地域課題解決に向けた
取組が推進されるよう、うみ・やま
（中山間地域）応援センターの取組
を通じて中山間地域の活性化を図
る。

自治振興課

　特定健診の受診率は、受診勧奨
の取組もあり上昇傾向にあるが、目
標受診率には達していない。そのた
め、引き続き未受診者と新規対象
者への勧奨を行うとともに、医療機
関と連携し受診率のアップを図る。
　がん検診についても、様々な受診
率向上の取組を行っており、検診受
診により早期発見・早期治療につな
げ、健康寿命の延伸を図る。
　引き続き、はつらつカレンダーの
内容の充実やがん検診を受ける重
要性を情報提供しながら、事業所や
医師会、薬局等との連携強化を図
り、あらゆる機会に健診・検診事業
の周知を行い、疾病の早期発見、
早期治療につなげる。国のがん検
診の新たな指針が示されれば、検
討する。

　特定健診の受診率は、案内期間
の延長やはつらつカレンダーを使用
した周知、未受診者対策として個別
通知や休日集団健診を実施してい
る。地区の健康づくり推進員等の協
力もあり、平成２７年（42.2％）→平
成３０年度（45.6％）と増加している。
しかし県平均は上回っているもの
の、国の目標値には達していない。
　がん検診は、健康はつらつカレン
ダーの全戸配付、事業所や関係機
関と連携しながら、各地域で様々な
受診率向上の取組を行った。また、
がん検診受診の重要性を周知する
ため、がんサポーターの協力や教
室等で周知している。
　平成２７年度と比較して胃がん検
診、大腸がん検診,は減少、子宮が
ん検診、乳がん検診は増加してい
る。
　総合医療センターでは1日当たり
の検査枠を年々増やし、人間ドッ
ク、生活習慣病予防健診の受診者
数を増やすことができた。また、新た
に乳腺エコー検査や平成３０年から
は「すい臓がんドック」を始めた。

49

①安全、安
心なまちづ
くり

②生涯現
役のまちづ
くり

健康寿命を延ばすための健康診
査・がん検診受診の推進

有効であった
効果があっ
た

健康増進課

　特定健診では、平成２９年度以降
医師会の協力を得て案内期間を１
か月延長（７～１０月）している。ま
た、未受診者対策として、過去の受
診状況に応じて個別通知するほ
か、当該年度未受診者に対し、休日
集団健診を２日間実施している。さ
らに、地区の健康づくり推進員から
の声かけや、医療機関でも治療中
の方への受診勧奨、案内期間後の
受入れを行った。その結果、平成２
９年度より受診率は上昇した。
　がん検診では、検診受診率及び
精検受診率の向上を図るため、関
係機関と連携しながら各地域で
様々な受診率向上の取組を行っ
た。コミュニティセンターや美容組合
加盟店や事業所、医療機関、乳幼
児健診等などでＰＲするとともに、
様々な教室やイベントで乳がん検診
の申込をしてもらった。平成３０年度
から、大腸がん検診は、ハガキつき
パンフレットでＰＲした。令和元年度
は働きざかりの年代の受診者が減
少したが、高齢者の年代で増加して
いる。
受診率は、目標値には到達してい
ないが、がんの早期発見、早期治
療につながっている。
　総合医療センターの健診、人間
ドックの受診件数は目標値を上回る
ことができた。

14
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51
自治会等が取り組む加入促進や住
民自治活動に対する支援

自治会加入世帯 世帯 - 39,834 41,000
効果があっ
た

有効であった

　市全体としての加入世帯数は下
がっているが、継続した加入促進活
動の成果として、地区によっては加
入世帯が増えた地区もあった。

　加入世帯数は減っているが、各地
区の継続した加入促進活動の成果
により、微減を維持していると考え、
効果はあったと考える。

　自治会加入世帯数の増加又は維
持のため、引き続き、自治協会等と
ともに対応策を考え、支援していく
必要がある。
　また、市として住宅関連事業者等
への協力要請や、災害発生時の支
え合いなど地域コミュニティの重要
性を伝えていく取組も継続していく
必要がある。

自治振興課

52 市民協働の推進
市民協働事業の補助対象事業採
択件数（H31目標値は5年間合計）

件 -
24

（R元：5件）
20
非常に効果
的であった

有効であった

　５件の事業採択（新規３・継続２）
があり、いずれの事業も地域課題の
解決につながり、他地域のモデルと
なりうるものであった。

　地域課題解決につながる自主的
な市民活動を支援するとともに、、
市民団体と市が協働することによ
り、まちづくりのきっかけをつくること
ができた。

　市民団体における自主的・主体的
な地域課題解決に向けた活動を支
援し、市民団体と市の協働によるま
ちづくりのきっかけをつくることがで
きた。今後も、市民が地域課題を解
決していくための事業を実施出来る
よう引き続き、協働によるまちづくり
に取り組む必要がある。
　補助金申請数が見込みより少な
かったことが課題であり、今後、募
集・周知の方法などを工夫していく
必要がある。

市民活動支援課

・出雲総合芸術文化祭事業鑑賞者
数

人 7,621 9,908 9,600

・スポーツイベント市民参加者数
　※H26現況値は市外からの参加
者を含む

人 5,425 1,038 2,900

54
コミュニティセンターを活用した地域
事業の促進

コミュニティセンター利用者数 人 813,069 758,783 800,000
効果があっ
た

有効であった

　年度終盤の新型コロナウイルス感
染拡大により、住民を集めて行う活
動ができず、利用者が減少した。

高齢化の進展等により、既存のグ
ループ等による活動は回数が減る
などした。コミュニティセンターを拠
点に中山間地域活性化のための地
区計画が策定されたり、地区内の大
人が子ども体験活動の「先生」を担
うなど、積極的な取組が見られた。
今後も、これらの取組を研修等にお
いて情報共有し、魅力ある事業・運
営が展開できるよう、支援していく。

　人が集まることが基本にある地域
活動だが、新型コロナウイルス感染
拡大の影響で、感染防止策を図っ
ても、感情的にも集まりにくい状況
にある。この状況が地域の見守りを
含め、地域力の衰退につながって
はいけない。感染防止策の一層の
徹底により、地域活動が徐々に再
開するよう願っている。

自治振興課

文化スポーツ
課

　出雲総合芸術文化祭については、
内容の充実に努めた結果、多くの
方に観覧いただいた。
　スポーツイベントについては、様々
なPR活動に努めたが、結果として
目標とした参加者数に至らなかっ
た。
　事業の評価・検証等を常に行い、
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。

53

　出雲総合芸術文化祭については、
若い層から高齢者層までカバーでき
るよう意識し内容の充実に努めると
ともに、他団体との連携を強化し共
催事業を増やした結果、新型コロナ
ウイルス感染拡大の影響により一
部の事業を中止や次年度へ延期し
たが目標値を上回る結果となった。
　スポーツイベントについては、くに
びきマラソンは、開催日を３月最初
の日曜日に変更した。しかし新型コ
ロナウイルス感染拡大の影響により
中止となったことで、実績値が前年
比マイナスとなった。なお、参加申
込者数をカウントすると2,191人とな
り、前年比は増となっているものの、
目標値の76％に留まっている。

市民レベルでのスポーツ・文化活
動の推進

　出雲総合芸術文化祭については、
若い層から高齢者層までカバーでき
るよう意識し内容の充実に努めた結
果、多くの方に観覧いただいた。引
き続き、魅力ある事業を実施すると
ともに、PR活動を強化していく。
　スポーツイベントについては、様々
なPR活動に努めたが、特に、くにび
きマラソンが５年間で３回中止にな
るなど、結果として思うような参加者
数とならなかった。

有効であった

④地域を支
えるひとづ
くり

相当程度効
果があった

15
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⑤多文化
共生のまち
づくり

55
多文化共生推進プランの策定及び
推進

外国人住民の長期（5年以上）滞在
者の割合

％ 24.6 29.7 30％台
効果があっ
た

有効であった

　各部署において多文化共生のま
ちづくり施策を展開した。新たな取
組として、教育委員会では日本語指
導が必要な児童を対象とした日本
語初期集中指導教室を開始したほ
か、産業政策課では外国人住民の
就業を促進するための企業向けセ
ミナーを開催するなど、住みやすさ
№１のまちづくりにつながる事業を
実施することができた。
　本市の外国人住民数は近年増加
してきたが、令和元年度は、働き方
改革や世界経済の影響などにより、
よりよい就労環境を求める外国人
住民の転出が目立った。ＫＰＩの実
績値としている外国人住民の長期
（5年以上）滞在者の割合が低下し
たのは、算出式の分母となる外国
人住民数が多くなってきたためであ
る。

　平成２８年度に策定した出雲市多
文化共生推進プランに基づき、各部
署で多文化共生のまちづくり施策を
進めてきた。平成２９年度から令和
元年度までの３年間は、企業版ふる
さと納税を活用し、多文化共生施策
をより一層推進することができた。

　令和２年度に策定した第２期の多
文化共生推進プランでは、「多様性
を認めあい、みんなでつくる多文化
共生のまち」をビジョンとした。外国
人住民も地域づくりに参加し、相互
理解を一層深めながら、多様な市
民が力を合せてまちづくりを進める
まちをめざしている。
　今後は、市民、団体、企業、行政
の協働が益々重要になってくるた
め、多文化共生のまちづくりをすす
めるためのコーディネート機能や拠
点が必要となっている。

政策企画課

・出雲縁結び空港就航便の利用者
数

万人 78.5 99.7 100

・名古屋便利用率
※H31目標値は複便化後

％ - 72.8 65

57 高速道路ネットワークの早期構築 山陰自動車道多伎大田間進捗率 ％ 10 100 100
非常に効果
的であった

有効であった

順調に事業が進み、平成３１年３月
１７日に「多伎・朝山道路」が供用開
始となり、平成３０年度にKPIの目標
値を達成できた。

非常に有効であった 山陰道については、引き続き出雲・
湖陵道路と湖陵・多伎道路の事業
促進に努めるとともに、県内全線の
早期完成を国に働きかける。

建設企画課

交通政策課

　名古屋線の運航再開と２往復運航
や、静岡線、仙台線、神戸線の新規
就航、大阪線のジェット化及びダイ
ヤ改善、福岡線の機材大型化及び
ダイヤ改善等利便性が向上したこと
により、目標値を上回ることができ
た。
　名古屋線は、観光だけでなくビジ
ネス利用も多く、利用率は毎年目標
値を上回っている。

　新規路線の定着化や名古屋線、
大阪線、福岡線の利用拡大に向
け、更なる周知や利用促進を図る。

56

　神戸線の新規就航や福岡線の機
材大型化及びダイヤ改善等利便性
が向上したが、新型コロナウイルス
感染者拡大の影響で目標値は上回
らなかった。
　名古屋線は２往復運航が定着し、
利用率は前年を上回り、引き続き目
標値を上回る利用率を維持できて
いる。

⑥交通ネッ
トワークの
確保

出雲縁結び空港の国内路線網の
充実と名古屋便等の利用促進

相当程度効
果があった

有効であった
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出雲市まち・ひと・しごと創生総合戦略（Ｈ２７～Ｒ元)の具体的施策と重要業績評価指標（ＫＰＩ）

基本目標（５）広域連携による魅力ある圏域づくりをめざす

基本的
方向

通し
№

具体的施策
※〔　〕は推進交付金の事業名

重要業績評価指標(KPI）　項目 単位
H26年度
現況値

R元年度
実績値

R元年度
目標値

R元年度実
績値の地方
創生に対す
る事業効果

KPI達成
への事業
の評価

具体的な事業の実施状況及び評価理由 今後の取組と課題 担当課

【市長会5市で取り組む共同事業の
実施】

＜具体的施策全体を通して、共通
のＫＰＩを設定＞

国内外を視野に入れた力強い産業
圏域の形成

　　インバウンド機構の自立推進
〔交付金：中海・宍道湖・大山圏域
ブランド化推進プロジェクト〕

〔下記は交付金事業「中海・宍道湖・
大山圏域ブランド化推進プロジェク
ト」のKPI〕

　　三大都市圏での圏域ＰＲ
〔交付金：中海・宍道湖・大山圏域
ブランド化推進プロジェクト〕

・圏域への観光入込客数（当該年1
月～12月の集計数）

万人 2,865 2,858 3,826

　　　圏域インバウンド対策推進
〔交付金：中海・宍道湖・大山圏域
ブランド化推進プロジェクト〕

・圏域への外国人宿泊数（当該年1
月～12月の集計数）

千人泊 56 147 116

　　　東京オリ・パラを契機とした圏
域PR
〔交付金：中海・宍道湖・大山圏域
ブランド化推進プロジェクト〕
　　　産学・医工連携による圏域経
済活性化
〔交付金：中海・宍道湖・大山圏域
のローカルＴｏグローバルイノベー
ション〕

・ビジネスマッチング商談件数（R元
目標値は5年間合計）
　※H26現況値はH24～H26値

件 765 3,009 1,800

　　　インドとの経済交流
〔交付金：中海・宍道湖・大山圏域イ
ンド人材確保・企業連携推進事業〕

〔下記は交付金事業「中海・宍道湖・
大山圏域のローカルＴｏグローバル
イノベーション」のKPI〕

　　　ビジネスマッチングの開催
・圏域内企業等の優れた技術を活
かした医療機器等の実用化件数
※指標評価は平成30年度以降

件 - 0 各年度2件

　　　圏域外マルシェの開催
・入口・開発・出口の各支援事業の
相談件数

件 - 113 各年度100件

　　　中海・宍道湖・大山圏域ものづ
くり産業振興

・入口支援事業により研究事業への
マッチング成立件数

件 - 5 各年度5件

　　　島根大学との若者を共に育て
るプロジェクトの実施

〔下記は交付金事業「中海・宍道湖・
大山圏域インド人材確保・企業連携
推進事業」のKPI〕

交通ネットワークの充実
インドIT人材の圏域内企業への就
職者数

人 - 0 5

　　　米子道ほか道路関係要望活
動の実施

日印間業務提携企業数 件 0 1

住みたくなる圏域づくり
インド人留学生インターンシップ受
入人数

人 0 14

　　　EVを活用したまちづくり

　　　自然環境豊かな中海・宍道
湖・大山の活用

　　　住民サービスの向上

　　　ＩＣカードを核とした地域活性化

60

相当程度効
果があった

有効であった

59

58

効果があっ
た

有効であった 政策企画課

【中海・宍道湖・大山圏域市長会総合戦略
推進委員会における平成30年度事業評価
結果（意見）】

１．総合戦略に係る施策の検証・評価につ
いて
●市長会での取組による成果・効果を意識
した分析が必要。
●数字上の評価以外の部分（医工連携窓
口の設置など）も考慮した評価が必要。
●他と違うことに絞って事業を行うことで評
価もわかりやすくなる。
●各市がどういう恩恵があったのかわかる
指標が必要。
●市長会の位置づけ、どういう事業を何の
ためにするのかしっかり組み立てる必要が
ある。
●インバウンドに関しては、リスク管理の意
味も含め、韓国、ロシアに限らず、多様性を
もって進めていく必要がある。
●インド事業の費用対効果は適当なのか
どうか。
●外国人人材の確保については、今後、広
くアジア諸国にも目を向けるべき。

２．次期総合戦略の策定について
●市長会ならではの特化したわかりやすい
事業を主眼に考えるべき。
●市長会の意義が分かるような事業を掲
げるべき。
●がらりと変えていくこと、変えていかざる
をえないことの整理を。
●計画策定の過程において、できるだけ多
くの人の話を聞く機会を持っていただきた
い。
●まだ圏域の存在の認識不足。知ってもら
うための周知事業、魅力を発信していける
ような事業を考えていただきたい。
●人手不足、若者の地元定着を掘り下げ
て考えるべき。県境を越えた高校生のイン
ターンシップなどの就労支援の取組があれ
ばよい。
●観光政策は5年の計画期間にかかわら
ず、絶えず実施していくもの。
●出雲空港を利用したビジネス交流などに
繋がる動きを盛り込めないか。
●出雲空港の国内線の内需を広げていく
取組、PRが必要。
●インバウンド対策としてサイクリングコー
スを大山から出雲に繋げないか。
●８の字ルートをサイクリングという切り口
でスポットを当てて環境整備するのもおもし
ろい。
●結婚支援は広域で取り組むことは有効。
●Uターン、Iターンについて各市の特徴を
いかし連携した取り組みができないか。
●知財創造教育の普及、あるいは特徴あ
る教育として取り組んでいくことも考えられ
る。
●他の市にも各市の良さ、楽しみ方などを
PRしてはどうか。

中海・宍道湖・大山圏域市長会
総合戦略推進委員会による、
「地方版総合戦略」に基づく施策
の評価等を踏まえ、圏域の一体
感を高める様々な事業に、関係
団体とも連携して取り組む。

効果があっ
た

有効であった

①中海・宍
道湖・大山
圏域市長会
を軸とした
広域連携の
推進
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