
岩美町地域創生総合戦略　平成30年度実績

I 自然・資源を活かした元気なまちづくり

指　標 策定時 目標値 H27 達成度 H28 達成度 H29 達成度 H30 達成度 検証

①観光レクレーション入込客数 年215千人(H25年)
年300千人(令和元年)

※年約2万人増
年325千人(H27年) 達成 年458千人(H28年) 達成 年449千人(H29年) 達成

年494千人（H30年）
※推計値

※H30年度目標値：290千人
達成

道の駅の入込数の増加
※町が集計している観光客数より試算

②住み続けたいと考える町民の割合 73.0％(H27年度) 80％(令和元年度) － － － － － － － － －

指　標 策定時 目標値 H27 達成度 H28 達成度 H29 達成度 H30 達成度 検証

①観光レクレーション入込客数 年215千人(H25年)
年300千人(令和元年)

※年約2万人増
年325千人(H27年) 達成 年458千人(H28年) 達成 年449千人(H29) 達成

年494千人（H30年）
※H30目標値：290千人

達成
道の駅の入込数の増加
※町が集計している観光客数より試算

②教育旅行等の受入件数 年9件(H26年度)
年15件(令和元年度)

※年約1件増
年9件(H27年度) 未達成 年17件(H28年度) 達成 年12件(H29年度) 未達成

年15件（H30年度）
※H30目標値：14件

達成 臨海学校12件、遊覧船3件

③大学フィールドワークの受入件数 年1件(H26年度)
延べ5件

(H27～令和元年度)
年1件(H27年度) 達成 年4件(H28年度) 達成 年2件(H29年度) 達成

年9回（H30年度）
延べ16件

達成
むらなかキャンパスの整備により、鳥取環境大
学の受入件数の増加。

④スポーツ・文化合宿等の新規誘致
件数

年2件(H26年度)
年5件(令和年度)

※年約1件増
年3件(H27年度) 達成 年1件(H28年度) 未達成 年3件(H29年度) 達成

年12件（H30年度）
※H30目標値：4件

達成
補助制度運用開始から3年目を迎え、宿泊先や旅
行代理店へ制度周知が図られたことによる増
加。

指　標 策定時 目標値 H27 達成度 H28 達成度 H29 達成度 H30 達成度 検証

①新規就農者数（補助金受給者） 2人(H26年度末)
延べ5人

(H27～令和元年度)
1人(H27年度) 達成 0人(H28年度) 未達成 0人(H29年度) 未達成

1人（H30年度末）
延べ2人

※H30目標値：延べ4人
未達成

岩美町振興公社で1名研修を行っており、令和2
年度以降の新規就農を目指している。

②道の駅に農産物を出荷する農家数 129人(H27年度当初)
150人(令和元年度末)

※年4人増
172人(H27年度末) 達成 179人(H28年度末) 達成 190人(H29年度末) 達成

200人（H30年度末）
H30目標値：146人

達成
継続してパイプハウス助成事業等に取り組んで
いることにより登録出荷農家数が増加。

③新規狩猟免許取得者数 2人(H26年度)
延べ10人

(H27～令和元年度)
8人(H27年度) 達成 2人(H28年度) 達成 14人(H29年度) 達成

3人（H30年度末）
延べ24人

達成
継続して狩猟免許の取得に対する経費を町で補
助をしていること等による免許取得者数が増
加。

④新規漁業就業者数 5人(H26年度)
延べ30人

(H27～令和元年度)
5人(H27年度) 未達成 5人(H28年度) 未達成 2人(H29年度) 未達成

2人（H30年度末）
延べ14人

H30目標値：延べ24人
未達成

研修中途で耐えられず下船する者がある。漁協
と連携し漁業相談会などに参加し、担い手確保
に取り組む。

⑤水産加工施設の整備 0件(H26年度末)
延べ1件

(H27～令和元年度)
0件(H27年度) 未達成 1件(H28年度) 達成 1件(H29年度) 達成

0件（H30年度末）
延べ2件

達成
①県漁協網代港支所加工施設（H28）②田後漁協
加工施設（H29)

指　標 策定時 目標値 H27 達成度 H28 達成度 H29 達成度 H30 達成度 検証

①住み続けたいと考える町民の割合 73.0％(H27年度) 80％(H31年度) － － － － － － － － －

②チャレンジサポートネットワーク なし
立上(H27年度)
継続(H31年度)

立上 (H27年度：7件) 達成 継続 (H28年度：4件) 達成 継続 (H29年度：5件) 達成
継続

（H30年度：5件）
達成

①冒険あそび場IWAMI②起業相談③ジビエ加工施
設の検討④ワカメフェス⑤渚泊推進対策

　３．つながり

　１．観光・交流
【重要業績評価指標(KPI)】

【基本目標】

　２．農林水産業
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Ⅱ　子どもを産み育てる希望が叶い、安心して暮らせるまちづくり

指　標 策定時 目標値 H27 達成度 H28 達成度 H29 達成度 H30 達成度 検証

①合計特殊出生率 1.22(H26年) 1.70(令和2年) 1.50(H27年) 達成 1.37(H28年) 未達成
1.64（H29年）

※H29年目標値：1.46
達成 － － －

②出生数 年60人(H26年度)
年80人(令和元年度)

※年4人増
年66人(H27年度) 達成 年63人(H28年度) 未達成 年79人(H29年度) 達成

年66人（H30年度）
※H30目標値：76人

未達成 20代～30代の年齢層の人口減、結婚組数の減

③結婚組数 年42組(H26年)
年50組(令和元年)

※年約2組増
年43組(H27年) 未達成 年35組(H28年) 未達成 年37組(H29年) 未達成

年22組（H30年）
※推計値

※H30目標値：48組
未達成 単身者（特に20代）の転出超過が要因

指　標 策定時 目標値 H27 達成度 H28 達成度 H29 達成度 H30 達成度 検証

①結婚組数 年42組(H26年)
年50組(令和元年)

※年約2組増
年43組(H27年) 未達成 年35組(H28年) 未達成 年37組(H29年) 未達成

年22組（H30年）
※推計値

※H30目標値：48組
未達成 単身者（特に20代）の転出超過が要因

②民間団体・個人が主催する若者（主に40
歳以下を対象）の交流・婚活イベント数

年3回(H26年度) 年5回(令和元年度) 年2回(H27年度) 未達成 年4回(H28年度) 達成 年4回(H29年度) 達成
年3回（H30年度）

※H30目標値：年4回
未達成

①東部4町合同婚活
②役場プロジェクト・チーム「恋活サークル」2
回
（コリドー21の解散に伴い1回分減）

③民間団体・個人が主催する若者（主に40
歳以下を対象）の交流・婚活イベントへの
参加者数（町民）

年26人(H26年度) 年100人(令和元年度) 年12人(H27年度) 未達成 年23人(H28年度) 未達成 年54人(H29年度) 未達成
年8人（H30年度）

※H30目標値：80人
未達成

①参加者37人中、4人
②参加者21人中、4人（2回分）

④若者（主に40歳以下を対象）グループが
主催する地域活性化につながるイベント数

なし 年2回(令和元年度) 年2回(H27年度) 達成 年6回(H28年度) 達成 年4回(H29年度) 達成 年4回（H30年度） 達成
①いわちゅらフェスティバル　②③沓井イベン
ト（納涼祭・クリスマス）　④THEバザー

⑤同窓会の開催数 －
延べ15回

(H27～令和元年度)
4回(H27年度) 達成 4回(H28年度) 達成 3回(H29年度) 達成

3回（H30年度）
延べ14回

※H30目標値：延べ12回
達成 20代・30代・40代で開催

指　標 策定時 目標値 H27 達成度 H28 達成度 H29 達成度 H30 達成度 検証

①出生数 年60人(H26年度)
年80人(令和元年度)

※年4人増
年66人(H27年度) 達成 年63人(H28年度) 未達成 年79人(H29年度) 達成

年66人（H30年度）
※H30目標値：76人

未達成 20代～30代の年齢層の人口減、結婚組数の減

②第３子以降出生数 年14人(H26年度)
年24人(令和元年度)

※年2人増
年21人(H27年度) 達成 年14人（H28年度） 未達成 年21人（H29年度） 達成

年16人（H30年度）
※H30目標値：22人

未達成
第3子の出生割合は昨年度とほぼ同水準、出生数
の減に伴う減少

③18歳以下の子育て世帯の転出超過数 年15世帯(H26年度)
年3世帯(令和元年度)

※年2世帯減
年△9世帯(H27年度) 達成 年△19世帯(H28年度) 達成 年1世帯(H29年度) 達成

年△3世帯（H30年度）
※H30目標値：年5世帯

達成 転入26世帯、転出23世帯。

指　標 策定時 目標値 H27 達成度 H28 達成度 H29 達成度 H30 達成度 検証

①地域防災協力員数 76人(H26年度末) 200人(令和元年度末) 98人(H27年度末) 未達成 135人(H28年度末) 達成 181人(H29年度末) 達成
244人（H30年度）

※H30目標値：175人
達成 計画通り事業を実施。

②ふれあいいきいきサロン箇所数 30箇所(H26年度末)
35箇所(令和元年度末)

※年1箇所増
29箇所(H27年度末) 未達成 31箇所(H28年度末) 達成 30箇所(H29年度末) 未達成

32箇所（H30年度末）
※H30目標値：34箇所

未達成 1箇所解散、3箇所新設。

③シルバー人材センターの登録者数 154人(H26年度末)
175人(令和元年度末)

※年約４人増
149人(H27年度末) 未達成 150人(H28年度末) 未達成 152人(H29年度末) 未達成

153人（H30年度末）
※H30目標値：171人

未達成
新規加入者19人、退会者18人。
退会理由は病気や加齢などによる。

④高齢者サークル数 14団体(H26年度末)
20団体(令和元年度末)

※年１団体増
14団体(H27年度末) 未達成 15団体(H28年度末) 未達成 12団体(H29年度末) 未達成

15団体（H30年度末）
※H30目標値：19団体

未達成 1団体活動休止、4団体新設。

　３．支え愛（支え合い）

【重要業績評価指標(KPI)】

【基本目標】

　１．若者の交流・結婚

　２．子育て・教育



Ⅲ　住み続けたい、帰ってきたい、住んでみたいまちづくり

【基本目標】

指　標 策定時 目標値 H27 達成度 H28 達成度 H29 達成度 H30 達成度 検証

①社会減 年122人(H26年度) 年20人(令和元年度) 年63人(H27年度) 達成 年△3人(H28年度) 達成 年42人(H29年度) 達成
年38人（H30年度）

※H30目標値：年40人
達成 県外からの転入者増も、県外への転出者も増。

②転入者数 年242人(H26年度) 年290人(令和元年度) 年273人(H27年度) 達成 年298人(H28年度) 達成 年259人(H29年度) 未達成
年277人（H30年度）

※H30目標値：年280人
未達成 昨年度と比較し、県外からの転入者増

③転出者数 年364人(H26年度) 年310人(令和元年度) 年336人(H27年度) 達成 年295人(H28年度) 達成 年301人(H29年度) 達成
年315人（H30年度）

※H30目標値：年320人
達成 昨年度と比較し、県外への転出者も増。

④移住者数 年38人(H26年度)
延べ250人

(H27～令和元年度)
年122人(H27年度) 達成 年130人(H28年度) 達成 年95人(H29年度) 達成

年102人（H30年度）
延べ449人

達成 県外から移住する家族世帯の増加。

指　標 策定時 目標値 H27 達成度 H28 達成度 H29 達成度 H30 達成度 検証

①県外からの移住者数 年38人(H26年度)
年60人(令和元年度)

※年約4人増
年122人(H27年度) 達成 年130人(H28年度) 達成 年95人(H29年度) 達成

年102人（H30年度）
※H30目標値：年56人

達成 県外から移住する家族世帯の増加。

②県内外からの移住相談者数 年41人(H26年度)
年100人(令和元年度)

※年約12人増
年231人(H27年度) 達成 年176人(H28年度) 達成 年239人(H29年度) 達成

年168人（H30年度）
※H30目標値：年88人

達成 県外相談者が減少。

③移住者を受け入れたいと考え
る町民の割合

64.5％(H27年度) 70％(令和元年度) － － － － － － － － －

指　標 策定時 目標値 現状 達成度 H28 達成度 H29 達成度 H30 達成度 検証

①民間賃貸住宅の整備数
（平成15年度以降供用分）

88戸(H26年度末) 110戸(令和元年度末) 95戸(H27年度末) 達成 111戸(H28年度末) 達成 119戸(H29年度末) 達成 119戸（H30年度末） 達成 新規の整備はなし、H29年度末時点で目標達成。

②シェアハウスの整備数 0件(H26年度末)
延べ2件

(H27～31年度)
1件(H27年度) 達成 1件(H28年度) 達成 0件(H29年度) 達成

0件（H30年度）
延べ2件

達成
平成28年度末時点で目標達成。
今後は移住希望者への案内を継続。

③シェアハウスの入居者数 0人(H26年度末)
延べ10人

(H27～31年度)
0人(H27年度) 未達成 2人(H28年度) 未達成 4人(H29年度) 達成

4人（H30年度）
延べ10人

達成 TACOBUNE：4人

④空き家活用情報システムによ
る入居世帯数

年2世帯(H26年度)
年10世帯(令和元年度)

※年約2世帯増
年5世帯(H27年度) 達成 年6世帯(H28年度) 達成 年9世帯(H29年度) 達成

年12世帯（H30年度）
※H30目標値：年8世帯

達成 修繕が不要な物件の登録が多く居者も増加。

指　標 策定時 目標値 H27 達成度 H28 達成度 H29 達成度 H30 達成度 検証

①起業・創業件数 年3件(H26年度)
延べ20件

(H27～令和元年度)
年5件(H27年度) 達成 年5件(H28年度) 達成 年4件(H29年度) 達成

年4件（H30年度）
延べ18件

※H30年度目標値：16件
達成

①バロン②地域資源活用研究所③ウェアハウス
④ラパン・ブラン

②うち40歳以下の若者による
起業・創業件数

年1件(H26年度)
延べ10件

(H27～令和元年度)
年2件(H27年度) 達成 年3件(H28年度) 達成 年2件(H29年度) 達成

年1件（H30年度）
延べ8件

※H30年度目標値：延べ8件
達成 バロン

③起業・創業相談件数
※岩美町商工会調べ

年18件(H26年度)
年27件(令和元年度)

※年約2件増
年28件(H27年度) 達成 年16件(H28年度) 未達成 年24件(H29年度) 達成

年37件（H30年度）
※H30年度目標値：25件

達成
創業支援窓口への相談件数。、うち上記4件が創
業。

④新規雇用者数（正規雇用）
※岩美町商工会調べ

年10人(H26年度)
年15人(令和元年度)

※年1名増
年11人(H27年度) 達成 年10人(H28年度) 未達成 年4人(H29年度) 未達成

年7人（H30年度）
※H30年度目標値：年14人

未達成
経営強化等による新規雇用もあるが目標には届
かず。

⑤インターンシップの受入件数 年0件(H26年度)
延べ10件

(H27～令和元年度)
年0件(H27年度) 未達成 年1件(H28年度) 未達成 年7件(H29年度) 達成

年8件（H30年度）
延べ16件

達成
①シーサイドうらどめ　②㈱ＬＡＳＳＩＣ
岩美校インターンシップ受入6件

⑥生産性向上につながる現地指
導を受けた企業数

年0件(H26年度)
延べ5件

(H27～令和元年度)
年3件(H27年度) 達成 年0件(H28年度) 未達成 年0件(H29年度) 未達成

年0件（H30年度）
延べ3件

H30年度目標値：延べ4件
未達成

商工会で募集しているが、取り組む企業がな
い。

　１．移住・定住
【重要業績評価指標(KPI)】

　３．しごと

　２．住まい


