
【圏域の人口目標】

平成27年（2015）
〔基準値〕

令和元年（2019）
〔現状値〕

１７１，９３８人 １７２，７８４人

※令和元年(2019)の現状値は、島根県推計人口（令和元年10月1日現在）の実績値。島根県人口推計は、国勢
の結果を基準に、その後の自然増減及び社会増減の結果を反映させたものです。

【重要業績評価指標（ＫＰＩ）の実績】
具体的取組

政策分野

施策

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 設定時現状値 現状値 進捗状況
目標値

※5年間＝H27～Ｒ元

(１)　生活機能の強化に係る取組

ア　医療

（ア）　地域医療体制の充実

平成27年度 令和元年度 進捗状況 令和元年度

市立総合医療センターの健診・人間ドッ
ク受診件数

10,916件 12,129件 ↗ 11,695件

【進捗状況】

【今後の取組】

イ　福祉

（ウ）　子育て支援体制の充実

平成28年度 令和元年度 進捗状況 令和元年度

子育て支援センター利用者数 73,454人日 59,864人日 ↘ 75,000人日

ファミリーサポートセンター利用者数 6,428人日 6,231人日 ↘ 7,750人日

保育所等定員 5,865人 6,201人 ↗ 6,200人日

【進捗状況】

【今後の取組】

あらゆる機会に健診事業の周知を行い、疾病の早期発見、早期治療につなげていきます。

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ます。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ます。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
効であったと考えています。

子育て支援センターについては、利用者数が減少傾向にあるため、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ります。
ファミリーサポートセンター事業については、利用件数が増加傾向にあります。援助する会員数が引き続き不
足していることから、援助会員（外国人を含む）の募集の周知を強化します。
保育所については、保育所入所未決定者が200人を超えていることから、引き続き定員の拡大が必要と考えら
れます。

出雲市定住自立圏共生ビジョン　成果指標の進捗状況
（令和元年度実績）

区　　分
令和7年(2025)
〔目標・推計値〕

人　口　　　（国勢調査） １６７，０００人

市立総合医療センターにおける健診・人間ドックについては、1日当たりの検査枠を年々増やすことで、受診者
数を増やすことができました。

資料６
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具体的取組

政策分野

施策

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 設定時現状値 現状値 進捗状況
目標値

※5年間＝H27～H31

(１)　生活機能の強化に係る取組

ウ　教育

（ア）　不登校に対する支援体制の充実・強化

平成27年度 令和元年度 進捗状況 令和元年度

全国学力調査「学習状況調査」での「将来の
夢や目標を持つ子ども」の率（小学校）

83.3% 82.8% ↘ 87.7%

全国学力調査「学習状況調査」での「将来の
夢や目標を持つ子ども」の率（中学校）

70.6% 68.0% ↘ 72.3%

全国学力調査「学習状況調査」での「住んでいる
地域の行事に参加する子ども」の率（小学校）

71.6% 72.8% ↗ 77.6%

全国学力調査「学習状況調査」での「住んでいる
地域の行事に参加する子ども」の率（中学校）

45.6% 50.6% ↗ 44.3%

【進捗状況】

【今後の取組】

（ウ）　青少年の健全育成

平成27年度 令和元年度 進捗状況 令和元年度

全国学力調査「学習状況調査」での「失敗を
恐れないで挑戦する子ども」の率（小学校）

76.0% 80.8% ↗ 77.5%

全国学力調査「学習状況調査」での「失敗を
恐れないで挑戦する子ども」の率（中学校）

67.3% 68.4% ↗ 73.9%

全国学力調査「学習状況調査」での「地域や
社会で起こっている問題や出来事に興味を
持つ子ども」の率（小学校）

64.5%
64.8%

（Ｈ30調査結果） ↗ 66.6%

全国学力調査「学習状況調査」での「地域や
社会で起こっている問題や出来事に興味を
持つ子ども」の率（中学校）

57.6%
62.7%

（Ｈ30調査結果） ↗ 63.4%

【進捗状況】

【今後の取組】

引き続き、総合的な学習の時間等を充実させ、児童生徒がふるさとへの誇りと愛着を高めることができるように
します。ふるさと・キャリア教育の体系化し、キャリアポスポートを活用することでキャリア教育の充実を図ります。

不登校相談員を小学校へ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ます。

不登校相談員の継続的な配置により、不登校の未然防止や支援の充実を図る必要があります。

「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ました。
「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校において実施しました。
「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ました。
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具体的取組

政策分野

施策

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 設定時現状値 現状値 進捗状況
目標値

※5年間＝H27～H31

(１)　生活機能の強化に係る取組

ウ　教育

（エ）　芸術文化の振興

平成27年度 令和元年度 進捗状況 令和元年度

出雲総合芸術文化祭事業鑑賞者数 8,926人 9,908人 ↗ 9,600人

【進捗状況】

【今後の取組】

（オ）　高等教育機関との連携

平成27年度 令和元年度 進捗状況 令和元年度

市内在学大学・専門学校生数 1,872人 1,948人 ↗ 2,000人

【進捗状況】

【今後の取組】

エ　産業振興

（ア）　企業誘致

平成27年度 令和元年度 進捗状況 令和元年度

製造業・ソフト産業の立地計画認定件数 8件 27件（累計） ↗ 30件（5年間）

【進捗状況】

【今後の取組】

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みます。

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、目標値を上回る結果となりました。

事業の評価等、検証を常に行い、魅力あるイベントになるよう改善に努めます。

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、ポルトガル語講座や健康づくりな
ど、地域のニーズに応じた幅広い分野で市民公開講座を実施しました。
また、各学校において、学生ボランティア活動を通じて地域との交流し、魅力発信を行いました。
さらに、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しました。

各学校において、市民向けの公開講座のさらなる充実と地域との連携を図りながら、各学校の魅力発信を行い
ます。
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ます。

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）より下回りはしましたが、立地認定実績（5件）につなげることができました。

3



具体的取組

政策分野

施策

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 設定時現状値 現状値 進捗状況
目標値

※5年間＝H27～H31

(１)　生活機能の強化に係る取組

エ　産業振興

（エ）　観光振興

平成27年 令和元年 進捗状況 令和元年

観光入込客数（1月～12月の暦年） 1,247万人 1,249万人 ↗ 1,200万人

宿泊者数（1月～12月の暦年） 60.3万人泊 79.5万人泊 ↗ 70万人泊

外国人宿泊数（1月～12月の暦年） 4,838人泊 11,548人泊 ↗ 10,000人泊

【進捗状況】

【今後の取組】

（オ）　農林水産業の振興

平成27年度 令和元年度 進捗状況 令和元年度

集落営農組織数 84組織 90組織 ↗ 88組織

新規小規模林業事業体の設立 － 1事業体 ↗ 1事業体

【進捗状況】

【今後の取組】

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まし
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ました。
　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ます。

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きます。また、出雲大社に訪れる
観光客を他のエリアに回遊させる施策が大きな柱になると考えており、自然、歴史、文化や神話、温泉や食な
ど多彩な観光資源を最大限に活用し、「通過型観光」から「滞在型観光」へと転換を図り、出雲の観光が産業
全体に波及効果をもたらすよう発展させることが課題です。

農業については、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、指導等の支援をしました。林業については、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に努めまし
た。

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します。林業については、令和元年度から導入された森林環境
譲与税を活用し、林業の担い手育成に繋がる新たな取組を検討します。
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具体的取組

政策分野

施策

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 設定時現状値 現状値 進捗状況
目標値

※5年間＝H27～H31

(２)　結びつきやネットワークの強化に係る取組

イ　デジタル・デバイドの解消に向けたＩＣＴインフラ整備

（イ）　防災ネットワークの構築

平成27年度 令和元度 進捗状況 令和元年度

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%

【進捗状況】

【今後の取組】

ウ　道路等の交通インフラ整備

（ア）　高速道路等の整備促進

平成27年度 令和元年度 進捗状況 令和元年度

山陰自動車道多伎大田間進捗率 68% 100% ↗ 100%

【進捗状況】

【今後の取組】

エ　地域の生産者や消費者等の連携による地産地消

（ア）　農水商工連携による地産地消の推進

平成27年度 令和元年度 進捗状況 令和元年度

学校給食地産地消率 66.2% 62.8% ↘ 63%

「おいしい出雲」認定数 146商品 162商品 ↗ 200商品

【進捗状況】

【今後の取組】

斐川地域における防災行政無線のデジタル化、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います。

順調に事業が進捗し、平成31年3月17日に「多伎・朝山道路」が供用開始となりました。

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ていきま
す。

学校給食について、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ました。
「おいしい出雲」については、国の衛生管理制度等の動向に合わせるため、平成３０年７月３１日までの認定期
間を令和２年３月３１日まで延長しました。そのため追加認定は行わず、既存の認定商品のPRを行いました。

学校給食について、野菜と果物は引き続き、毎月、市と市場関係者で構成する野菜と果物の「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します。また、水産物の活用を図る
ため、積極的に情報収集します。大規模な共同調理場においては、①安定的な仕入れ量、②廉価な仕入れ、
③均一な規格等が求められるため、給食センターでは、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と考えています。
おいしい出雲については、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みます。

平成29年度までの第2期整備により、市内全域に防災行政無線を整備できました。
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具体的取組

政策分野

施策

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 設定時現状値 現状値 進捗状況
目標値

※5年間＝H27～H31

(２)　結びつきやネットワークの強化に係る取組

オ　地域内外の住民との交流・移住促進

（ア）　定住施策の充実

平成27年度 令和元年度 進捗状況 令和元年度

ＵＩターン相談件数 267件 1,077件（累計） ↗ 1,000件（5年間）

「出雲大好きＩターン女性支援事業」によ
るＩターン者数

15人 64人（累計） ↗ 50人（5年間）

移住促進住まいづくり助成事業による助成件数 17件 102件（累計） ↗ 75件（5年間）

定住促進住まいづくり助成事業による助成件数 149件 653件（累計） ↗ 750件（5年間）

【進捗状況】

【今後の取組】

ＵＩターン支援については、窓口や電話での相談のほか、県外で移住定住相談を実施する際に移住者の多様
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するなど充実を図っていきます。また、Ｉターン女
性支援については、平成３０年度から募集定員を１５名に増やしました。対象者の定住に向けてどのような支援
が必要なのか意見を聞きながら検討します。
移住促進については、今後もターゲットを明確にし、制度の利用を図っていきます。
定住促進に向けては、助成件数が減少傾向にあるため、制度の一部見直しを図り、利用促進に努めます。

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
連携し対応しました。また、Ｉターン者の獲得、定住に向けて、市内に居住し市内事業所等に勤務する県外I
ターン独身女性に対し、引越助成、家賃助成、受入事業所への就業助成を行いました。
移住促進に向けては、新婚、子育て世帯や重点支援地域（過疎地、辺地等）への移住・定住を助成対象とし、
リフォーム費用や住宅の固定資産税の助成を行いました。
定住促進に向けては、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いましたが、助成
件数が目標を下回りました。
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具体的取組

政策分野

施策

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 設定時現状値 現状値 進捗状況
目標値

※5年間＝H27～H31

(２)　結びつきやネットワークの強化に係る取組

オ　地域内外の住民との交流・移住促進

（イ）　空き家の利活用

平成27年度 令和元年度 進捗状況 令和元年度

空き家バンクの登録件数 25件 107件（累計） ↗ 150件（5年間）

【進捗状況】

【今後の取組】

(３)　圏域マネジメント能力の強化に係る取組

ア　宣言中心市等における人材の育成

（ア）　市民協働の推進

平成27年度 令和元年度 進捗状況 令和元年度

市民協働事業の補助対象事業採択数 4件 24件（累計） ↗ 20件（5年間）

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

【進捗状況】

【今後の取組】

（イ）　生涯学習の推進

平成27年度 令和元年度 進捗状況 令和元年度

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

【進捗状況】

【今後の取組】

新型コロナウイルス感染症拡大の影響が地域の見守りを含め、地域力の衰退につながらないよう、地域活動の
再開に向けて感染防止策の一層の徹底を図ります。

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ました。
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
行いました。

特定非営利活動法人出雲市空き家相談センターや地域おこし協力隊などと連携し、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います。

市民協働事業については、5件の事業採択があり、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した。

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、引き続き協働によるまちづくりに取
り組みます。

コミュニティセンターの利用者数は、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、利用者が減少しましたが、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
れました。
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具体的取組

政策分野

施策

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 設定時現状値 現状値 進捗状況
目標値

※5年間＝H27～H31

(３)　圏域マネジメント能力の強化に係る取組

イ　その他

（ア）　その他

平成27年 令和元年 進捗状況 令和元年

中海・宍道湖・大山圏域への観光入込
客数（1月～12月の暦年）

2,849万人 2,844万人 → 3,870万人

中海・宍道湖・大山圏域への外国人宿
泊数（1月～12月の暦年）

85千人泊 154万人 ↗ 112千人泊

平成27年度 平成30年度 進捗状況 令和元年度

中海・宍道湖・大山圏域市長会等で実施する
山陰いいものマルシェの来場者数

45千人 125千人（累計） ↗ 150千人（3年間）

平成27年度 令和元年度 進捗状況 令和元年度

中海・宍道湖・大山圏域市長会等で実
施するビジネスマッチングの商談件数

528件 3,009件 ↗ 1,800件（5年間）

【進捗状況】

【今後の取組】

観光振興事業では、国内外での圏域の認知度が極めて低いという現状から国内外に向けたプロモーションに
力を入れたほか、外国人観光客の受入環境整備を行いました。また、地域資源の掘り起こしと観光を結ぶプロ
ジェクトとして、中海・宍道湖の活用プロジェクトを実施しました。
平成２９年７月には圏域ＤＭＯである「中海・宍道湖・大山圏域インバウンド機構」を設立（※）し、圏域市長会と
一体となって取組を進めています。（※）平成３１年４月に（一社）中海・宍道湖・大山圏域観光局を設立
産業振興事業では、圏域内企業とバイヤーをつなぐビジネスマッチングを開催し、目標を大きく上回る商談が
行われました。また、平成２９年１０月に自治体、大学、事業者などの関係機関によって設立された産学・医工
連携推進協議会の支援事業では、相談件数が増加しており、5件のマッチングが成立しました。
圏域市長会とインド・ケララ州とは、経済交流の支援を主な目的とする覚書を締結しており、ＩＴ技術者の確保に
向けたインド人留学生のインターンシップの実施等に取り組んでいますが、新型コロナウイルス感染症の影響
により令和元年度は実施できませんでした。

観光振興事業では、2次交通も含めた受入体制の整備について、山陰ＤＭＯと連携した実証事業や観光案内
所を対象とした調査分析などにより課題を整理するとともに、事業別連絡会などの仕組みを活用し、圏域全体
で引き続き整備を図ります。山陰いいものマルシェの実施については、今後の事業展開や運営方法について
検討が必要です。
産業振興事業では、ビジネスマッチングなどの開催により圏域内企業の販路拡大を引き続き支援します。

↗ 平成30年度現状値が設定時現状値より前進しているもの

↘ 平成30年度現状値が設定時現状値より後退しているもの

→ 平成30年度現状値が設定時現状値と変わっていないもの

進捗状況の説明
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