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１ 子ども・若者の育成・支援 
 

子育てに関する相談支援体制の充実 

【基本方針】 

少子化・核家族化が進行し、人と人との結びつきや地域の子育て力の低下が

懸念される中、様々な観点から子どもや保護者への支援が必要となっています。 

安心して子育てできる環境づくりを進めるため、育児に不安を抱える保護者

への相談体制を充実し、子育てに対する不安の解消を図ります。 

また、子どもが健やかに成長・発達できるよう支援を充実するとともに、子

どもの円滑な就学に向けた関係機関等の連携強化を図ります。 

このほか、要保護児童対策地域協議会の機能強化を図り、関係機関が一体と

なって地域全体で子どもを守る支援体制を充実します。 

【施策の体系】 

子育てに関する相談支援体制の充実

児童虐待防止対策の実施

相談支援体制の充実

子どもの成長・発達を支える取組の
充実

ひとり親家庭等の自立支援の推進

【計画】 

（１）相談支援体制の充実 

子育てに不安感や孤立感を抱える保護者への相談体制を充実し、子育てに

対する不安の解消を図ります。 

（２）子どもの成長・発達を支える取組の充実 

子どもの健やかな成長・発達を支えるために、保育所・幼稚園への巡回相

談や発達支援教室等により、子どもへの適切な支援に取り組みます。 

また、子どもの円滑な就学に向けて、保育所・幼稚園、小学校、出雲市及

び出雲市教育委員会の連携強化を図ります。 

（３）児童虐待防止対策の実施 

児童虐待の発生予防から早期発見・早期対応、保護・支援・アフターケア
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に至るまでの切れ目のない総合的な支援を講じます。 

また、早期発見が重要である児童虐待について、住民の通告が果たす役割

は大きいことから、児童虐待の疑いを察知した場合の積極的な通告をうなが

すため、通告の意義や通告義務があることなど、必要な広報・啓発活動に取

り組みます。 

（４）ひとり親家庭等の自立支援の推進 

ひとり親家庭の相談・支援体制の充実のため、母子・父子自立支援員を配

置し、情報提供、生活相談、就労支援を行います。特に離婚前、離・死別直

後のひとり親家庭の相談に、きめ細やかに応じる体制の充実を図ります。ま

た、母子家庭等自立支援給付金事業、母子父子寡婦福祉資金貸付制度の周知

など、自立に向けた経済的環境づくりに努めます。 

【主要事業】 

事業名 

（担当部局／事業主体） 

事業計画（年度） 
事業の概要 

Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 

幼児発達相談事業 

（子ども未来部） 

推進 継続 継続 継続 継続 子どもの成長・発達を支援す

る相談等の実施 

児童相談事業 

（子ども未来部） 

推進 継続 継続 継続 継続 児童相談窓口を設置し、児童

福祉に関する相談を実施 

要保護児童対策地域協議

会の事業（子ども未来部） 

継続 継続 継続 継続 継続 関係機関との連携強化によ

り、虐待防止と早期発見・対

応を促進 

ひとり親家庭支援事業 

（子ども未来部） 

継続 継続 継続 継続 継続 ひとり親家庭の自立に向けた

各種制度の周知や相談・支援

の充実 

 

子育て支援サービスの充実 

【基本方針】 

家庭や地域、行政、関係機関・団体、事業者など、子どもと子育て家庭を取

り巻くすべての人々が、子どもと親の育ちを協働で見守り支援し、子どもを安

心して生み、喜びをもって子育てができる地域づくりを目指します。 

在宅で子育てをしている家庭、共働き家庭に関わらず、すべての子育て家庭

を総合的に支援する観点から、子育て支援センター事業、ファミリーサポート

センター事業、病児・病後児保育事業、子育て短期支援事業など様々な子育て
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支援サービスを充実します。 

【施策の体系】 

子育て支援サービスの充実 多様なニーズに対応する子育て支援

【計画】 

（１）多様なニーズに対応する子育て支援 

子育てをしている家庭を総合的に支援する観点から、子育て支援センター

やファミリーサポートセンターなどの子育て支援サービスを充実します。 

保育所における子育てに関する相談や情報提供、保護者の仲間づくりの場

の提供など子育て支援機能充実のための支援をします。 

また、保護者の就労等により、子どもが病気の際に自宅での保育が困難な

場合に対応する病児・病後児保育の充実を図ります。 

このほか、保護者の疾病や就労等の理由により一時的に児童を預けたいの

に、身近に頼る人がなく、預ける場所もなくて困っている家庭の児童を、一

定期間預かる子育て短期支援事業の充実を図ります。 

【主要事業】 

事業名 

（担当部局／事業主体） 

事業計画（年度） 
事業の概要 

Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 

子育て支援センター運営

事業（子ども未来部） 

継続 継続 継続 継続 継続 遊びと交流、情報交換の場の

提供、相談、情報発信 

ファミリーサポートセン

ター運営事業 

（子ども未来部） 

継続 継続 継続 継続 継続 育児援助を行いたい者と受け

たい者を組織化し、相互援助

活動を実施 

保育所地域活動推進事業 

（子ども未来部） 

継続 

検討 

継続 継続 継続 

検討 

継続 地域の需要に応じた幅広い活

動を行う保育所に対する助成 

病児・病後児保育事業 

（子ども未来部） 

継続 

検討 

継続 継続 継続 

検討 

継続 病気進行期、回復期において

集団保育が困難な児童の保育 

子育て短期支援事業 

（子ども未来部） 

継続 継続 継続 継続 継続 保護者の疾病、仕事等により

家庭で養育することが一時的

に困難となった児童を一定期

間預かる 

乳幼児等医療費の助成 

（子ども未来部） 

継続 継続 継続 継続 継続 乳幼児等の健康保持と保護者

の経済的負担の軽減を図るた

め医療費を助成する 
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保育サービスの充実 

【基本方針】 

就労形態の多様化、核家族化などから、保護者の保育ニーズも多様化してき

ています。通常保育における保育内容の充実のほか、延長保育、休日保育、夜

間保育、一時預かりなどの充実を図り、多様な保育ニーズに対応する仕事と子

育ての両立支援のための体制整備を推進します。 

また、保育所の増改築や改修等に対して補助を行い、保育環境の整備に努め

ます。 

【施策の体系】 

保育サービスの充実 発達の段階に応じた保育内容の充実

保育サービス等の充実

【計画】 

（１）発達の段階に応じた保育内容の充実 

乳幼児期は、生涯にわたる人間形成の基礎が培われる、子どもの心身の健

やかな成長にきわめて重要な時期であり、全ての子どもが等しく質の高い保

育・教育を受けられる環境整備を進めます。また、安定したゆとりある生活

環境の中で、健康で基本的な生活習慣を身につけられるよう保育内容の充実

を図るため、保育所への看護師配置や保育士の研修支援を推進します。 

（２）保育サービス等の充実 

延長保育、休日保育、夜間保育、一時預かり事業、障がい児保育等の多様

な保育ニーズに対応し、仕事と子育ての両立支援のための体制整備を推進し

ます。 

また、産後休業や育児休業後における保育施設の円滑な利用を図ります。 
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【主要事業】 

事業名 

（担当部局／事業主体） 

事業計画（年度） 
事業の概要 

Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 

私立認可保育所いきいき

保育事業補助 

（子ども未来部） 

継続 継続 

検証 

継続 

 

継続 継続 

検証 

加配保育士や看護師配置、保

育研修費等、保育環境を充実

するための補助 

私立認可保育所特別事業

補助（子ども未来部） 

継続 継続 

検証 

継続 継続 継続 

検証 

延長保育等の保育サービスを

実施する私立認可保育所への

補助 

私立認可保育所施設整備

事業（子ども未来部） 

継続 継続 継続 継続 継続 保育環境の充実のための施設

整備の補助 

 

子ども・若者の育成・支援 

【基本方針】 

子どもたちが健やかに成長し、生きる力と豊かな心を持った若者へと成長す

るために相応しい環境をつくることは、本市全体の責務であり、そのためにも

家庭・地域・事業者・行政が連携・協力した取組を行います。そして、子ども・

若者の育成と困難を抱える子ども・若者の支援に取り組みます。 

行政としては、子ども・若者の成長段階に応じた育成支援体制や施策の実施、

また、家庭・地域・事業者との協働による取組の充実を図ります。 

家庭に対しては、育成に係る支援の充実、地域に対しては、地域での見守り

活動や体験・交流活動の充実に向けた取組への積極的な支援、また、事業者に

対しては、子育て環境の充実や就業支援等の取組の充実のための周知・支援を

行います。 

また、ニート、ひきこもり、不登校、発達障がい等の困難を抱える子ども･若

者の相談・支援に関しては、「出雲市子ども・若者支援協議会」や「出雲市子ど

も・若者支援センター」での相談・支援業務を行い、一人ひとりの状況に応じ

た支援を行います。 

【施策の体系】 

子ども・若者の育成･支援 家庭・地域と連携した育成の推進

子ども・若者の相談・支援の充実



第７章 人材育成都市の創造 

- 153 - 

【計画】 

（１）家庭・地域と連携した育成の推進 

  ① 総合的な放課後対策の充実 

「子どもたちを地域全体で育む」という観点から、地域の主体的な参画

のもと、放課後等に児童が安全で安心して活動ができる場を確保し、多様

な体験・活動を行うことができるよう、総合的な放課後対策を推進します。 

子育てと仕事の両立支援のための「児童クラブ事業」では、保護者の需

要の高まりや対象学年が６年生に拡大されたことに伴い、児童の受入れ拡

充を図るとともに、設備及び運営に関する基準に基づき、支援の質を向上

させ、児童が安全、快適に過ごせる環境づくりに努めます。 

一方、児童の体験・経験不足を補完するため体験や交流の各種事業を実

施する「放課後子ども教室推進事業」では、学習や文化・スポーツの活動、

地域での交流活動など、地域の幅広い協力のもと、児童の活動の場を確保

するとともに、実施地域の拡充を図ります。 

 ② 家庭・地域のネットワークの構築 

「２１世紀出雲市青少年ネットワーク条例」に基づき、家庭や地域社会

それぞれの役割の推進と連携・協力に期待するとともに、育成環境の整

備に取り組みます。 

保護者には、子どもの養育や家庭教育の第一義的責任があります。家庭

への支援としては、家庭教育に関する学習機会や情報の提供を行うととも

に、子どもとのふれあう時間が増加するようワーク・ライフ・バランスの

推進を図ります。 

一方、地域では、多様な人材、組織・人脈が連携し、子どもたちを「地

域で育む」ため、様々な体験・交流事業が展開されています。こうした、

地域でのネットワークの構築による子育て支援事業、子ども会活動などの

異年齢間交流活動が更に充実し、活性化するよう支援に努めます。 

また、出雲市青少年育成市民会議などと、家庭・地域・学校の協働のも

と、子どもたちの非行防止や見守り活動を行うとともに、市民活動を支援

します。 

（２）子ども・若者の相談・支援の充実 

急速なスマートフォンの普及、新たな情報通信サービスの出現をはじめ

とした社会環境の変化や有害情報の氾濫等、子ども・若者がおかれている状

況が悪化している中、ニート、ひきこもり、不登校、発達障がい等をはじめ、

悩みごとや心配ごとを抱える子ども・若者の育成支援を行うために設置した

｢出雲市子ども・若者支援協議会」により、関係する機関・団体が連携し、
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総合的な取組を検討、実施し、支援者の育成や子ども・若者の状況の周知、

啓発に努めます。 

また、総合相談窓口である「出雲市子ども・若者支援センター」では、

子ども・若者や保護者等の相談に対応するとともに、必要に応じ専門機関へ

引き継ぐなど一人ひとりにあわせた対応に努め、就業、修学に向けた体験活

動などの支援を行います。 

【数値目標】 

○家庭・地域と連携した育成の推進 

 

 

   

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

２０か所 

 

２５か所 

 

 

 

  ※いきいきこどもプラン計画期間である平成３１年度まで 

目標設定時現状値 

(平成２７年度) 

 

 

目標値 

(平成３１年度) 

 

１，８２１人 

 

２，０５４人 

【主要事業】 

事業名 

（担当部局／事業主体） 

事業計画（年度） 
事業の概要 

Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 

放課後子ども教室事業

（市民文化部） 

推進 推進 推進 推進 推進 放課後や週末等に地域住民の

参画を得て、勉強やスポー

ツ・文化活動等を実施 

放課後児童クラブ事業

（子ども未来部） 

推進 継続 継続 継続 継続 放課後等に遊びや生活の場を

提供し、児童の健全育成を図

る 

出雲市青少年育成市民会

議補助事業（市民文化部） 

継続 継続 継続 継続 継続 青少年育成のための市民活動

を支援 

放課後子ども教室の実施箇所数 

放課後児童クラブ入会児童数 
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事業名 

（担当部局／事業主体） 

事業計画（年度） 
事業の概要 

Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 

子ども・若者総合支援事

業（市民文化部） 

継続 継続 継続 継続 継続 就業・修学など社会生活を営

む上での困難を抱える子ど

も・若者とその家族に対し、

総合相談窓口を開設するとと

もに専門機関・団体の連携に

よる支援の円滑な実施を図る 

奨学事業（教育委員会） 

 

 

継続 継続 継続 継続 継続 勉学の意欲がありながら、経

済的理由により大学、高等学

校等での就学が困難な大学生

又は高校生等に対し、奨学金

を貸与することにより、その

就学を支援し、教育機会の均

等を図る 

高野令一育成奨学事業

（教育委員会） 

継続 継続 継続 継続 継続 
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２ お互いを思いやり、尊重しあうまちづくりの推進 
 

人権施策の推進 

【基本方針】 

人権教育及び人権啓発に関する施策の推進は、地方自治体の責務であると同

時に、市民一人ひとりに人権の意義や重要性を認識し、相手の立場に立って理

解することができるような人権感覚が身につくことが必要です。 

人権が人々の思考や行動の基準として日常生活に根づき、次の世代に引き継

いでいくことができるような「人権という普遍的な文化」の創造を目指して、

これまで取り組んできた同和教育の成果を踏まえ、出雲市人権施策推進基本方

針に基づき、学校や家庭、職場、地域などあらゆる場において人権教育・啓発

が普及・浸透するための取組を推進します。 

【施策の体系】 

隣保館事業の推進

人権施策の推進
人権施策推進基本方針に基づく諸施
策の実施

人権・同和教育の推進と差別意識解
消の取組

推進体制の整備

人材の育成

教育・就労対策の推進

【計画】 

（１）人権施策推進基本方針に基づく諸施策の実施 

「出雲市人権施策推進基本方針」に基づき、同和問題を柱としながら、あ

らゆる人権課題の解決を図るための施策を推進します。 

（２）人権・同和教育の推進と差別意識解消の取組 

① 学校等における取組 

保育所、幼稚園、学校では、同和教育をすべての教育活動の基底に据え、

「差別の現実から学ぶ」基本姿勢のもと、自分の大切さとともに他の人の

大切さを認めることのできる幼児児童生徒を育成します。 
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ア）教職員の人権意識の高揚と指導力の向上 

     同和教育は、部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくし、すべ

ての人々の人権が尊重される民主的な社会の実現を目指して取り組む

教育活動であり、同和教育啓発指導員が幼稚園、保育所等及び小中学

校を訪問し、人権に配慮した保育・教育活動や、同和教育に関する教

職員研修、同和問題学習の内容等に関する指導を行います。 

また、各種研修会や指導資料の充実に努め、教職員の人権意識と指 

導力の向上を図ります。 

 幼稚園、保育所等及び小中学校においては、管理職のリーダーシッ

プのもと、推進体制を確立するとともに、教職員研修の充実を図りま

す。 

イ）同和問題をはじめとする様々な人権課題に関する学習の充実 

同和問題はまだ解決していないという認識に立ち、児童生徒が部落

差別に対する認識を深め、差別をなくしていこうとする意欲と実践力

を身につける必要があります。 

また、ＬＧＢＴ（性的少数者）、ＤＶ（ドメスティック・バイオレン

ス）など様々な課題についても、教職員と児童生徒の理解を深めると

ともに、自分の人権とともに他の人の人権を守るための実践行動につ

ながる人権意識を培うことが必要です。 

そのため、児童生徒の発達段階に応じて、同和問題学習や様々な人

権課題に関する学習を計画的・系統的に実施します。 

ウ）啓発活動の推進 

児童生徒の人権意識を高めるため、人権作文及びポスターコンクー

ルの実施、人権作文・ポスター集「ひまわり」の作成等の啓発活動を

行います。 

② 地域における取組 

市民一人ひとりに人権の意義や重要性が知識として身に付くとともに、

相手の立場に立って理解することができるような、人権感覚が十分身に付

くことを目指し、幼児から高齢者にいたる生涯を通じた人権教育・啓発を

推進します。 

ア）研修会・講演会の開催 

差別は絶対に許されるものではないという認識を深め、差別をなく

す行動をおこすことができるよう、研修会、講演会を開催します。 

イ）学習機会の充実 

事業所、ＰＴＡ、女性・高齢者団体、自治会、自主的な市民グルー

プ等と連携し、学習活動を支援します。また、コミュニティセンター
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での講座等を充実します。 

ウ）啓発活動の推進と情報の提供 

啓発広報紙「みちしるべ」の発行、イベントの開催等を実施すると

ともに、多様な広報媒体を活用し、啓発活動を推進します。また、資

料の作成、収集や啓発ビデオの充実等を行うとともに学習素材の提供

を図ります。 

（３）推進体制の整備 

市内の多様な団体が連携・協力して教育・啓発が推進されるよう、同和問

題をはじめとする様々な人権問題解決のための推進母体である出雲市同和

教育・啓発推進会議への支援を継続して行います。 

また、地域においては、地区同和教育推進協議会に対し、同和教育・啓発

の取組を支援していくとともに、学校、コミュニティセンター、ＰＴＡなど

が連携し、地域をあげて一貫性のある取組を推進するため、同和教育研究指

定事業を継続して実施します。 

（４）人材の育成 

人権意識が市民の中に広がっていくためには、差別に気づき、指摘して正

すことのできる市民や、学習活動、啓発活動の実践者が欠かせません。こう

した人材を育成するため、実践化につながる体系的な研修会等を実施します。

また、人権に特に関わりの深い市職員、教職員等が、地域においても人権尊

重の視点に立ち、自ら実践者となるよう啓発に努めます。 

（５）教育・就労対策の推進 

同和地区住民の就職の機会均等等を確保し、雇用の促進、職業の安定を図

るため、関係機関と連携・協力し、雇用主に対し公正な採用選考や同和問題

についての啓発を進めます。また、「教育集会所訪問研修会」の実施により

同和地区住民の学習を促進するとともに、同和問題解決の中心的役割を担う

市職員、教職員等の人権意識の高揚を促し、指導者、啓発者としての資質を

高めます。 

（６）隣保館事業の推進 

隣保館は、地域社会全体の中で福祉の向上や人権啓発の住民交流の拠点と

なる開かれたコミュニティセンターとして、生活上の各種相談事業や人権課

題の解決のための各種事業を総合的に実施します。 

そこで、地域住民の実態やニーズを十分に把握し、諸問題の解決にあたる

とともに、地域住民の自立の支援を行う他、各種講座等に積極的な参加を促

し、住民相互の理解と交流を深め、これらの活動を通じた啓発を推進します。 
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【数値目標】 

○人権・同和教育の推進と差別意識解消の取組 

各種人権・同和教育研修会の参加人数（年間） 

※市が主催する講演会等や地域や職場等における研修会の参加人数を指標とする。 

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

７，８８０人 

 

８，０００人 

【主要事業】 

事業名 

(担当部局／事業主体) 

事業計画（年度） 
事業の概要 

Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 

人権施策推進基本方針に

基づく諸施策の実施方針

の見直し（総務部） 

推進 

完了 

推進 

 

 

推進 

 

 

推進 推進 人権施策推進基本方針に基づ

く施策の推進方針の検証及び

見直し 

学校等の教職員研修の充

実（教育委員会） 

継続 継続 継続 継続 継続 各種研修会開催、同和教育啓

発指導員学校訪問の実施 

学校等における指導資料

の充実（教育委員会） 

継続 継続 継続 継続 継続 実践事例集、同和問題学習プ

ログラムの実施 

学校等における啓発活動

の充実（教育委員会） 

継続 継続 継続 継続 継続 人権作文・ポスターコンクー

ルの実施 

研修会・講演会の開催 

（総務部） 

推進 推進 推進 推進 推進 各種研修会、講演会の開催 

学習機会の充実 

（総務部） 

推進 推進 推進 推進 推進 各種研修会等への講師派遣 

啓発活動の推進と情報の

提供（総務部） 

推進 推進 推進 推進 推進 広報紙等の発行、学習資料 

の作成・収集 

推進体制の整備 

（総務部・教育委員会） 

推進 推進 推進 推進 推進 同和教育・啓発推進会議等へ

の支援、研究指定事業の実施 

人材の育成 

（総務部・教育委員会） 

推進 推進 推進 推進 推進 人材育成のための研修会等の

実施 

教育・就労対策の推進 

（総務部・教育委員会） 

推進 推進 推進 推進 推進 教育集会所訪問研修会の実施 

隣保館事業の推進 

（総務部） 

推進 推進 推進 推進 推進 相談事業、地域福祉事業、啓

発及び広報活動の実施 
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男女共同参画の推進 

【基本方針】 

家族形態の多様化や少子高齢化の進展など、地域社会を取巻く環境が急速に

変化している中、真に心豊かで活力ある出雲市を創っていくためには、男女が

お互いの人権を尊重し、責任を分かち合い、性別に関わりなく、それぞれの個

性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現が必要です。 

男女共同参画社会の実現のためには、まず、地域・家庭・職場等において依

然として残っている性別役割分担意識を解消することが必要であり、さらに、

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）を推進し、男性も女性もあら

ゆる分野で活躍できる社会の実現に向けて取り組んでいく必要があります。 

また、社会問題として対応が急がれている男女間の暴力などについても、根

絶に向けた啓発活動と相談体制の充実を図り、被害者への支援を行います。 

これらについては、第４次「出雲市男女共同参画のまちづくり行動計画」（平

成２９年度～平成３３年度）に基づき推進していきます。 

【施策の体系】 

推進体制の整備

男女共同参画の推進 男女共同参画社会への意識づくり

男性も女性もあらゆる分野で活躍で
きる社会づくり

男女間の暴力根絶、生涯を通じた心
身の健康づくり

【計画】 

（１）男女共同参画社会への意識づくり 

市民を対象にした人権問題や男女共同参画についての講演会、講座等を充

実するとともに、啓発紙の発行や市の広報、ホームページ等を活用し、多方

面から積極的な啓発活動を行います。 

（２）男性も女性もあらゆる分野で活躍できる社会づくり 

① 政策方針決定過程への男女共同参画の推進 

市の審議会への女性の参画を推進するとともに、各種団体、地区自治会

等での役員体制において、男女が共に参画できるような地域環境をつくり

ます。 
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② 家庭における男女共同参画の推進 

家庭での固定的な性別役割分担意識をなくすため、引き続き、各種啓発

活動を行うとともに、子育て・介護サービスの充実などにより、男女がと

もに家庭生活を担っていく環境づくりを進めます。 

③ 地域における男女共同参画の推進 

地域の拠点であるコミュニティセンターをはじめ、地域での啓発事業の

充実により、地域における男女共同参画を推進します。 

また、安心安全な地域づくりを進めるため、防災対策において男女双方

の視点による取組が行えるような意識啓発を図るとともに、消防団等の地

域団体について、女性の参画を促進し、活動の充実と活性化を図ります。 

④ 職場における男女共同参画の推進 

家庭と仕事の両立支援のため、雇用機会均等法や育児･介護休業法など

の法制度の周知徹底を行い、経営者には企業の一般事業主行動計画の策定

等を働きかけます。 

事業所にむけては、働きやすい職場となるための研修会等を開催し、「仕

事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）」を推進します。 

農林水産業、商工業の自営業者等への支援としては、研修機会や情報提

供、女性の起業やグループ活動への支援、家族経営協定等の締結を引き続

き促進します。 

また、働く場面で活躍したいという希望を持つすべての女性が、その個

性と能力を十分に発揮できる社会を実現するために、介護と仕事の両立に

向けた啓発、仕事と子育ての両立に向けた就職支援等を行います。 

⑤ 教育現場における男女共同参画の推進 

固定的性別役割分担意識をなくすため、子どもの頃から男女共同参画を

基本とする教育を引き続き行っていくとともに、将来の社会生活や家庭生

活における、それぞれの個人の尊重と責任の重要性を認識する教育を行い

ます。 

⑥ その他の分野における男女共同参画の推進 

国際交流、環境、文化、観光、スポーツ、消防・防災、まちづくりなど

の分野においても、男女共同参画を推進し活動の活性化を図ります。 

（３）男女間の暴力根絶、生涯を通じた心身の健康づくり 

① 男女間のあらゆる形態の暴力根絶 

ＤＶ防止に関する研修・講座を開催し、暴力の根絶に向けた啓発活動を

行います。特に、市内中学生を中心とした若年層に対するデートＤＶ防止

の啓発について学習機会を設け、早期教育に取り組みます。 

また、女性相談センターの機能充実を図るとともに、本庁内に設けたＤ
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Ｖワンストップ窓口を中心に、県や市の関係各課・関係機関と連携のもと

被害者への支援に努めます。 

② 性と生殖に関する互いの意思の尊重 

妊娠・出産などに関して男女が互いに理解を深め、性と生殖に関する健

康と権利が尊重される取組を進めます。 

（４）推進体制の整備 

① 行政における推進体制の整備 

市執行部で構成される出雲市男女共同参画推進本部において、市全体で

取り組む施策を推進する一方で、市民で構成される出雲市男女共同参画推

進委員会での意見等を市の施策に反映させます。 

男女共同参画拠点施設においては、市民への啓発施設としての機能充実

を図ります。 

② 市民との連携体制の整備 

地域や職場、教育現場における主体的な推進体制の整備を促進するとと

もに、男女共同参画に関する市民団体との連携を深め、市全体で男女共同

参画のまちづくりを総合的に推進します。 

【数値目標】 

○男女共同参画社会への意識づくり 

性別による役割分担意識に否定的な人の割合 

※「男性は仕事、女性は家庭」という考え方について、反対である、あま

り好ましくないと思っている市民意識の割合。  

目標設定時現状値 

(平成２８年６月) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

６１．７％ 

 

７５％ 

 

○男性も女性もあらゆる分野で活躍できる社会づくり 

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 

     

目標設定時現状値 

(平成２８年６月) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

３７．４％ 

 

５０％ 
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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 

   

目標設定時現状値 

(平成２８年６月) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

３８．５％ 

 

５０％ 

 

職場において男女が平等であると感じている人の割合 

   

目標設定時現状値 

(平成２８年６月) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

３３．５％ 

 

４０％ 

 

女性が仕事を続けやすいと感じている人の割合 

   

目標設定時現状値 

(平成２８年６月) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

２５％ 

 

４０％ 

 

ワーク・ライフ・バランスの認知度 

※「ワーク・ライフ・バランス」という言葉について、言葉も内容も知っ

ている、言葉は聞いたことがあるが内容は知らないといった市民意識の

割合。 

目標設定時現状値 

(平成２８年６月) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

６３．５％ 

 

７０％ 
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【主要事業】 

事業名 

(担当部局／事業主体) 

事業計画（年度） 
事業の概要 

Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 

男女共同参画のまちづく

り推進事業（市民文化部） 

推進 推進 推進 推進 推進 各種男女共同参画・ＤＶ防止

啓発事業等の実施 

男女共同参画センター管

理運営費（市民文化部） 

継続 継続 継続 継続 継続 男女共同参画センター管理運

営 

女性相談センター事業 

（市民文化部） 

継続 継続 継続 継続 継続 女性相談業務の実施 

 

いじめや虐待の防止とＤＶ対策 

【基本方針】 

少子化、高齢化に加え、人口減少社会を迎え、今までの社会構造が大きく変

化する中、心豊かで活力ある出雲市を創っていくためには、お互いを思いやり

尊重しあうまちづくりを推進していくことが必要です。 

小中学校におけるいじめや、児童・障がい者（児）・高齢者への虐待、男女間

の暴力など社会問題となっている様々な問題について、早期発見、早期対応が

できるよう人権教育、啓発活動、相談体制の充実を図ります。 

【施策の体系】 

権利擁護の推進（障がい者（児）虐
待）

ＤＶ対策について

いじめや虐待の防止とＤＶ対策 いじめ防止対策について

児童虐待防止対策の実施

安心して暮らせる地域づくり（高齢
者虐待）

【計画】 

（１）いじめ防止対策について 

① いじめや問題行動への取組 

いじめの未然防止と人権意識の高揚を目指して行うフレンドシップ事 
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業や、楽しい学校生活を送るためのアンケートを活用していじめが起こ 

らない学級づくり・学校づくりに努めます。また、インターネットによ 

るトラブルやいじめを防止するために、児童生徒への情報モラル教育や 

保護者への啓発活動に取り組みます。 

いじめ・問題行動等に対しては、早期発見・早期対応を図るとともに、 

心理相談員やスクールソーシャルワーカーを配置・活用して、家庭や行 

政、福祉関係施設など外部機関と連携しながら児童生徒への指導・支援 

を行います。また、警察や少年補導員と連携し、青少年の非行の状況な 

どを、学校、保護者、地域が学ぶ機会を設けます。 

② いじめ問題対策委員会の開催 

いじめ問題対策委員会を定期的に開催し、対策の検証や専門的提言によ 

り、いじめの防止等にかかる対策を実効的に行います。また、重大事態が 

発生した場合には、速やかに調査を行い、課題の整理や今後の取組につ

いて審議します。 

（２）児童虐待防止対策の実施 

児童虐待の発生予防から早期発見・早期対応、保護・支援・アフターケ

アに至るまでの切れ目のない総合的な支援を講じます。 

また、早期発見が重要である児童虐待について、住民通告の果たす役割

が大きいことから、児童虐待の疑いを察知した場合の積極的な通告を促す

ため、通告の意義や通告義務があることなど必要な広報・啓発活動に取り

組みます。 

（３）安心して暮らせる地域づくり（高齢者虐待） 

高齢者が住み慣れた地域でできる限り継続して生活していくことを支援

していくため、関係機関との連携を図り「地域包括ケアシステム」の確立

を目指します。 

増加傾向にある認知症高齢者が、尊厳が守られ豊かな生活を送ることが

できるよう、市民の認知症に対する理解を深めたり、認知症になっても安

心して暮らし続けられる地域づくりに努めます。 

高齢者虐待の予防、成年後見制度の活用などにより、高齢者の権利擁護

に努めます。 

ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯が増加傾向にある中で、①老老介

護支援事業②外出支援事業③緊急通報システム事業④高齢者福祉タクシー

事業などにより、高齢者が安心して生活できるよう支援していきます。 

高齢者の総合相談・介護予防ケアマネジメント・権利擁護などを支援す

るために、高齢者あんしん支援センター（地域包括支援センター）の機能
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の充実を図ります。 

（４）権利擁護の推進（障がい者（児）虐待） 

障がい者の人権を守るために、障がい者虐待防止センター機能の充実や、

障がい者虐待についての啓発を行い、障がい者虐待防止に努めるとともに、

成年後見制度の活用を図ります。 

（５）ＤＶ対策について 

ＤＶ防止に関する研修・講座を開催し、暴力の根絶に向けた啓発活動を

行います。特に、市内中学生を中心とした若年層に対するデートＤＶ防止

の啓発について学習機会を設け、早期教育に取り組みます。 

また、女性相談センターの機能充実を図るとともに、本庁内に設けたＤ

Ｖワンストップ窓口を中心に、県や市の関係各課・関係機関と連携のもと

被害者への支援に努めます。 

これらについては、第４次「出雲市男女共同参画のまちづくり行動計画」

（平成２９年度～平成３３年度）及び第３次「出雲市ＤＶ（配偶者等から

の暴力）対策基本計画」（平成２９年度～平成３３年度）に基づき推進して

いきます。 

【数値目標】 

○ＤＶ対策について 

ＤＶ防止講座受講者数（年間） 

 

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

３７４人 

 

４００人 

 

中学・高校デートＤＶ防止出前講座実施回数（年間） 

 

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

１０回 

 

１２回 
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【主要事業】 

事業名 

(担当部局／事業主体) 

事業計画（年度） 
事業の概要 

Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 

児童相談事業 

（子ども未来部） 

推進 継続 継続 継続 継続 児童相談窓口を設置し、児童

虐待や要支援児童を含む児童

相談を実施 

要保護児童対策地域協議

会の事業 

（子ども未来部） 

継続 継続 継続 継続 継続 関係機関との連携強化によ

り、虐待防止と早期発見・対

応を促進 

女性相談センター事業 

（市民文化部） 

継続 継続 継続 継続 継続 女性相談業務の実施 

いじめ・問題行動等対策

事業 

（教育委員会） 

継続 継続 継続 

 

継続 継続 いじめ等の課題に対応するた

め、いじめ問題対策委員会の

設置やアンケートＱＵを実施

する 
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３ 生きる力と夢を育む教育体制の充実 

教育行政の充実 

【基本方針】 

学校教育・幼児教育を推進するうえで、その環境を整えることは、幼児・児

童生徒の安全・安心や学習意欲の向上に直結し、教職員の士気にも影響します。

地域が学校を応援し、その中で教職員が安心して職務に集中でき、幼児・児童

生徒が快適に学習・活動に集中できる教育環境を目指します。 

本市では、すべての学校・幼稚園に地域学校運営理事会や幼稚園運営協議会

を設置しています。このことにより、家庭・地域が学校・幼稚園運営に関わる

ことで学校・幼稚園を応援し、支えています。今後も、組織の活性化と活動の

充実に取り組みます。 

また、平成２４年(2012)に策定した「出雲市立小中学校再編方針」及び「出

雲市立幼稚園の閉園に関する方針」に基づき、少子化時代に対応した教育環境

を整備し、教育効果を一層高めていくための取組も継続します。 

【施策の体系】 

教職員等の負担軽減

教育行政の充実

危機管理力の向上

情報管理の適正化

開かれた教育行政の推進

適正な教育環境の構築

【計画】 

（１）開かれた教育行政の推進 

① 地域学校運営理事会の充実 

    本市では、平成１８年度(2006)に全国に先駆けて、市内全学校で地域学

校運営理事会が発足し、家庭・地域・学校の三者協働による教育体制づく

りを進めてきました。 

地域学校運営理事会は、学校の教育方針や教育課程の編成に関する基本 

方針などの承認に関わるとともに、学校の運営や、地域や学校のニーズに
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的確に対応できる教職員の確保などについて意見を述べ、運営に対する評

価を行います。制度発足以来、１０年以上の運営実績があり、後に合併し

た斐川地域でも、３年以上の取組を行っています。これまでに各校で保護

者や地域住民が学校運営に直接参画・協働できる体制が整備され、スムー

ズな運営が行われています。今後も、活動の充実を図り、家庭・地域・学

校の協働により、地域に開かれた、信頼される学校づくりを進めるととも

に、より多くの市民に関わっていただけるよう、制度の周知を更に図って

いきます。 

② 幼稚園運営協議会の充実 

    本市では、学校における地域学校運営理事会の幼稚園版として、平成 

２５年度(2013)に市内全幼稚園で幼稚園運営協議会が発足しました。 

幼稚園運営協議会は、幼稚園の経営計画や教育課程の編成に関する基本 

方針などの承認に関わるとともに、職員の採用その他の任用に関する事項

などについて意見を述べ、幼稚園の運営に関する評価を行います。 

今後も幼稚園運営協議会の活動を継続・充実させ、家庭・地域・幼稚園

の協働により、幼児の健全な育ちを支え、地域に開かれた幼稚園づくりを

進めます。 

③ 教育政策審議会の開催 

地域学校運営理事会の理事や学識経験者等、多様な市民代表による審

議・提言機関である「出雲市教育政策審議会」を引き続き設置し、教育施

策に関する基本的な考え方及び重点的な教育活動等に関し調査及び審議

を行い、教育施策に反映させます。 

④ 有識者による事務事業の点検・評価 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、教育に関する事務

の管理及び執行の状況の点検・評価等を行い、教育施策の充実・改善を図

ります。 

⑤ 市と教育委員会の連携強化 

    総合教育会議において、市長と教育委員会が重要な教育課題について定

期的に協議・調整を行い、両者の連携により充実した教育行政を推進しま

す。 

    また、平成２７年度(2015)から、国において子ども・子育て支援新制度

が施行されました。制度施行を前に、本市は平成２６年度(2014)から幼稚

園、保育所等の入園・入所手続き窓口を市長部局に一本化しました。 

新制度の趣旨をふまえ、市長部局と教育委員会が密接に連携し、幼稚園、

保育所等において幼児教育の質の向上を図ります。 
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（２）適正な教育環境の構築 

① 学校の再編 

   平成２４年(2012)９月に策定した「出雲市立小中学校再編方針」に基づ

き、児童生徒にとって等しく良好な教育環境を確保し、教育効果を一層高

めていくため、地元と十分に議論・協議しながら、学校の再編統合を進め

ていきます。 

② 幼稚園の適正規模化と認定こども園化の検討 

    子どもの個性が育ちあうためには、どのように集団形成を行い小学校教

育に接続するのが望ましいかについて、日々の教育実践・研究を通じて明

らかにし、幼児教育の内容や方法に関するモデルを示すことが、幼稚園の

重要な役割の一つです。そのためには、地域の実態も考慮しながら一定の

規模を維持することが求められます。 

こうした教育的役割を果たすことが著しく困難になった園については、

平成２４年(2012)９月に策定した「出雲市立幼稚園の閉園に関する方針」

により、“学級数１以下の状態が２年続く”場合は、地元の了解を得なが

ら、閉園を検討します。 

     また、園児数が減少している幼稚園のうち、今後もさらなる減少が懸

念される園については、幼児教育の質を維持しながら地域の子育て支援

ニーズを満たすという観点から、認可保育所を運営する社会福祉法人等

への譲渡などによる認定こども園化を検討します。 

（３）危機管理力の向上 

① 教育委員会と学校の連携強化 

教育委員会内に危機管理幹を配置し、危険が発生した場合の学校等から

の情報の一元化、学校等への情報提供、明確な指揮命令系統により、適切

かつ迅速な対応を行います。 

② 学校等における危機管理体制の確立 

学校及びその他の教育施設において、教職員の危機管理意識を高め、危

機管理マニュアルの充実、訓練等の実施により、自然災害や事故、不審者

など、あらゆる危機の未然防止に努めるとともに、適切な対処が行えるよ

う、危機管理体制を確立します。 

③ 子ども安全対策の充実 

児童生徒の安全確保について、学校における安全教育を推進するととも

に保護者・地域・関係機関等と連携した取組を進めます。 

学校における防犯教室・不審者対応訓練の取組については、出雲市子ど

も安全センターにより支援するとともに、近年増加するインターネット被

害については、児童生徒への情報モラル教育や保護者への啓発活動を推進
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し、警察等との連携を図りながら児童生徒の犯罪被害防止に取り組みます。 

また、出雲市通学路交通安全プログラムに基づき、合同点検の実施や出

雲市通学路安全推進会議による対策検討を行い、道路管理者、学校関係者、

地域、警察等との連携を図りながら通学路の安全対策に取り組みます。 

（４）情報管理の適正化 

① いずもオロチネットのセキュリティ対策の強化 

    教育の情報化に伴う情報セキュリティを確保するため、市内学校と教育

委員会を繋ぎ、教育・校務に関して運用している市教育ネットワーク「い

ずもオロチネット」のセキュリティ対策の強化を図ります。 

② 学校における情報セキュリティの推進 

学校における個人情報をはじめとするあらゆる情報を適切に運用・管理

するため、「出雲市立小中学校情報セキュリティ基準」を見直し、教職員に

対する研修の充実により、教職員の情報セキュリティ意識の向上と実践の

徹底を図ります。 

（５）教職員等の負担軽減 

① 学校事務の改善 

    教職員の多忙感軽減に向けて、学校事務改善委員会を定期的に開催し、

教育委員会、学校事務支援グループ及び学校において事務改善を検討する

とともに、国、県に対して積極的に改善の働きかけを行います。あわせて、

学校独自の事務等の改善を促します。 

② 校務支援システムの効果的活用 

    学校現場の多忙感軽減と教育力向上に向け導入している校務支援シス

テムを有効に活用し、学校事務の定型的かつ画一的な事務の効率化を進め

ていきます。 

また、校務支援システムが学校現場のニーズに合うよう、学校現場の意

見を聞きながら適宜改修を行うとともに、操作研修等運用支援の充実を図

ります。 

③ 部活動の在り方の検討 

現在の部活動の在り方が、教職員の多忙化の要因になっているとともに、

生徒にとっては心身への過重な負担となっているとの指摘もあります。こ

れは本市だけの問題ではなく、改善を図るために国･県へ働きかけを行う

とともに、部活動における休養日の設定、活動時間、朝練習の在り方、外

部指導員（仮称）の導入等について検討します。 
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【数値目標】 

○危機管理力の向上 

 

 

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

６９か所 

 

７５か所 

 

 

 

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

３６か所 

 

５０か所 

【主要事業】 

事業名 

（担当部局／事業主体） 

事業計画（年度） 
事業の概要 

Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 

地域学校運営理事会推進

事業 

（教育委員会） 

推進 推進 

 

推進 推進 推進 地域学校運営理事会制度の活

性化、学校支援・地域活性化

の推進 

小中学校の再編 

（教育委員会） 

推進 推進 推進 推進 推進 小中学校の適正規模化に向け

た取組の推進 

幼稚園の再編と認定子ど

も園化等の検討 

（子ども未来部） 

推進 推進 推進 推進 推進 幼稚園の適正規模化と認定子

ども園化に向けた取組の推進 

子ども安全対策事業 

（教育委員会） 

継続 継続 継続 継続 継続 子どもの安全確保及び学校の

安全管理や安全指導のより一

層の充実を図る 

いずもオロチネットのセ

キュリティ対策の強化

（教育委員会） 

導入 推進 推進 推進 推進 教育の情報化に伴う情報セキ

ュリティを確保する 

 

防犯教室の開催箇所数（年間） 

不審者侵入対応訓練の開催箇所数（年間） 
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幼児教育の充実 

【基本方針】 

幼児期は、その時期にふさわしい生活や遊びを通して、心情、意欲、基本的

な生活習慣、知的な発達、創造性や社会性など、人間形成の基礎が培われる極

めて重要な時期です。 

また、子育ての第一義的責任は保護者にあり、特に幼児期の教育においては、

家庭での教育の役割は大変大きいものがあります。 

しかしながら近年の幼児の育ちについては、基本的な生活習慣が身に付いて

いない、他の人とのかかわりが苦手である、自制心や耐性、規範意識が十分に

育っていない、運動能力が低下しているなどの課題が指摘されています。また、

近年、社会・経済環境の変化から、家庭や地域で子ども同士が関わる機会が減

少しており、幼稚園・保育所等における集団教育・保育の必要性が高まってい

ます。そこで、市と教育委員会が連携し、幼児期に全ての子どもが等しく質の

高い幼児教育を受けられる環境を整え、小学校へつなげていくための取組を進

めます。 

あわせて、これらの施設と保護者との関わりを通じて、家庭の教育力を高め

ていくための働きかけを行います。 

また、近年、全国的に発達の支援が必要と思われる子どもが増加傾向にあり、

本市でも、個にあった支援、子どもの成長の段階に応じて一貫した支援ができ

る体制の整備を図ります。 

【施策の体系】 

幼児教育の充実 教職員等の資質の向上

幼稚園等における子育て支援の推進

困難を抱える園児等の支援

【計画】 

（１）教職員等の資質の向上 

幼稚園・保育所等において、質の高い幼児教育が提供されるよう、幼稚 

園・保育所等の合同研修を実施するほか、各種の研修を支援します。 

また、幼児教育指導員を配置し、幼稚園・保育所等への巡回訪問等を行

い、幼児教育の充実を図ります。 
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（２）幼稚園等における子育て支援の推進 

幼稚園における在園児を対象とする一時預かり事業（幼稚園型）の未実

施園での実施については、保護者ニーズの高い園から進めていきます。 

また、幼稚園は、幼児期の教育に関する相談に応じたり、保護者同士の 

交流の機会を提供したりするなど、地域における幼児期の教育のセンター 

としての役割を果たすよう努めます。 

このほか、年中児発達相談事業により、子どもの成長・発達の様子や、

保護者の様々な育児不安等を把握し、早期から子どもや保護者に必要な支

援を行います。さらにこの事業により、在籍園と小学校の情報連携を図り、

幼児の円滑な就学につなげます。 

（３）困難を抱える園児等の支援 

① 幼稚園・保育所等における特別支援教育の充実 

幼稚園においては、インクルーシブ教育推進のため、特別支援補助教諭

等の配置を行い、全ての園児が共に学び育つ教育環境の整備に努めます。

特に、今市幼稚園、中央幼稚園を特別支援拠点園として、特別な支援を要

する園児の受入れ枠を設定し、積極的な受入れを行います。 

また、今市幼稚園には、専門的な知識を有する幼稚園教員を配置し、巡

回指導等を通じて全幼稚園の特別支援教育の充実を図ります。 

このほか、幼稚園・保育所等に在籍する幼児については、今市幼稚園に

「幼児通級指導教室」を設置して専任の幼稚園教員を配置するとともに、

神西、平田、大社、中部小学校の通級指導教室に幼児通級指導員を配置し、

発達を促す個別の指導や相談を行います。 

② 早期からの幼児への支援 

早期からの教育相談及び支援を行うため、幼児早期支援相談員を配置し、

幼稚園・保育所等への巡回訪問等を通して幼児の支援や教職員への指導・

助言を行います。 
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【数値目標】 

○幼稚園等における子育て支援の推進 

 

 

※市立幼稚園数（２７園）に対する一時預かり事業実施園数の割合 

（上段割合、下段カッコ内実施園数） 

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

５１．８％ 

（１４園） 

９６．２％ 

（２６園） 

【主要事業】 

事業名 

（担当部局／事業主体） 

事業計画（年度） 
事業の概要 

Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 

一時預かり保育事業 

（子ども未来部） 

推進 推進 継続 継続 継続 一時的な保育需要に対応した

預かり保育の実施 

幼児通級指導教室運営事

業 

（子ども未来部） 

継続 継続 継続 継続 継続 専任の幼稚園教員、教育相談

員の配置と小学校への補助員

配置による指導・相談の実施 

 

 

義務教育の充実 

【基本方針】 

情報化や国際化など変化の激しい社会を生きぬく子どもたちに必要な力は、

いかに社会が変化しようと、自ら課題を見つけ、自ら学び、自ら考え、主体的

に判断し、よりよく問題を解決する確かな学力、自らを律しつつ、他人と協調

し、他人を思いやる心や感動する心などの豊かな人間性、たくましく生きるた

めの健康や体力などの「生きる力」です。 

「生きる力」を育むために、学校だけでなく、家庭や地域、関係機関と連携

した教育を推進するとともに、小学校と中学校と幼稚園・保育所等が一層連携

を強化し、一人ひとりの適性や資質を大切にして、その可能性を伸ばしていく

取組を行います。 

 

 

一時預かり事業実施率 
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学習上や生活上の困難を抱え、特別な支援を必要とする幼児・児童生徒の増

加や障がいの多様化・重複化に対しては、関係機関が連携し幼児期から継続し

て切れ目のない支援を行うことにより、一人ひとりを大切にする特別支援教育

の充実を図ります。 

また、いじめ・不登校・問題行動等、生徒指導上の問題の解決も、学校の喫

緊の課題となっており、未然防止はもとより、早期に発見し組織的に対応する

とともに、関係機関等と連携した支援体制の充実・強化を図ります。 

加えて、近年、急激に増加している日本語指導が必要な児童生徒に対する教

育支援にも努めます。 

これらの取組を通して、幼児・児童生徒の進路の保障や社会的自立を目指し

ます。 

【施策の体系】 

日本語指導の充実

出雲科学館における理科学習の充実

特別支援教育の充実

不登校対策の充実

義務教育の充実 確かな学力の定着と向上

心の教育の推進

健康・体つくりの推進

【計画】 

（１）確かな学力の定着と向上 

① ふるさと・キャリア教育の充実 

学校において、地域で活躍する人々からその生き方を学んだり、自然・

歴史・文化等を通してふるさと出雲の素晴らしさを学んだりできる学習が

効果的に実施されるよう支援を行い、ふるさとに誇りと愛着を持ち、夢や

目標を自らの力で実現しようとする児童生徒を育成します。 

また、地域の企業等と連携して取り組む体験学習等を通して、ふるさと

出雲で働くことの意義や素晴らしさを学ぶとともに、望ましい勤労観と職

業観の育成を図り、「人間関係形成・社会形成能力」や「キャリアプランニ
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ング能力」などこれからの社会をたくましく生きぬく力を育みます。 

なお、ふるさと出雲への関心と知見を深めるため、小学校３・４年生で

使用する社会科副読本「わたしたちの出雲市」の内容を見直し、様々な学

習で活用される資料となるよう編集を行います。 

さらに、ふるさと・キャリア教育並びにすべての教科学習の中で主権者

として必要な力を育む教育を推進します。 

② 教員の授業力の向上 

    児童生徒の学力を支えるには、「質の高い授業への改善」は不可欠な要

素であり、その改善を図るために授業力向上のための指導者を各学校に派

遣し、授業や学力向上策に対する指導助言を行います。 

    また、学習指導要領改訂への対応として、主体的・対話的で深い学びと

なる授業づくり・授業改善等に関する研修会を充実させ、計画的に実施し

ていきます。 

③ 学習習慣の定着化 

    児童生徒がそれぞれの家庭で取り組む学習は、学力を支える大切な要素

です。こうした習慣が身につくように、児童生徒が参加しやすく、安全で

継続的に取り組める自主学習の場として、通学する学校での放課後等を活

用した学習活動を支援し、児童生徒の学習習慣の定着を図ります。 

また、各学校が作成している「家庭学習の手引」を活用し、家庭学習の

習慣化を保護者・児童生徒・教員が一体となって推進していきます。 

さらに、学力育成と相関関係のある学習習慣・生活習慣について、家庭

及び地域への働きかけを強化します。 

④ 国際理解教育の推進 

グローバル人材の育成が求められる中で、国際的な視野に立って物事を

考え、行動する力を育てるため、コミュニケーション能力や表現力などの

向上を図ります。そのため、小学校には、全ての外国語活動に英語指導助

手を派遣し担任の補助を、中学校には、英語授業に週１回外国語指導助手

を派遣し英語指導教員の補助を行います。 

また、総合的な学習の時間等に外国語指導助手を派遣し異文化を理解す

るとともに、これを尊重する態度や異なる文化を持った人々と共に生きて

いく資質や能力の育成を図ります。 

さらに、小学校高学年での外国語教科化や中学年における外国語活動の

本格実施に向けて、教育課程及び教材教具の研究、指導体制の検討、教員

研修などを実施します。 

⑤ 学校図書館活用教育の推進 

学校図書館を活用した学習を推進し、児童生徒の読解力・思考力・表現
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力等を培い、読書を通して豊かな心を育むために、学校司書の配置校の拡

大に努めつつ、各学校での読書活動の推進と調べ学習への支援を行います。 

また、市の学校図書館支援センター（出雲中央図書館内）と連携しなが

ら、学校図書館システムの統一化を図り、学校図書館の環境の充実を目指

します。 

⑥ ＩＣＴ活用教育の推進 

    すべての学校に実物投影機やプロジェクターなどのＩＣＴ機器を配置

し、視覚的な効果を利用したきめ細かな学習指導を行い、児童生徒一人ひ

とりの学習意欲や学習理解を高めます。 

また、タブレットパソコンや電子黒板などのＩＣＴ機器をモデル的に導

入し、全ての学校への拡大を目指します。 

あわせて、物事を論理的に思考する力を育成するため、発達段階に応じ 

たプログラミング教育に取り組みます。 

⑦ 保幼小中連携の推進 

    幼児期の教育と小学校教育の接続及び小学校教育と中学校教育の接続

を円滑に行うため、保幼小連携推進委員会及び小中連携推進委員会を設け、

計画的に連携事業を支援します。 

保幼小連携では、市内一斉の保幼小交流の日の開催や連携推進の啓発リ

ーフレットの作成、保・幼・小・中教職員等の合同研修の実施等を行いま

す。 

また、幼児から中学生までが同じ期間に生活習慣チェックを行うなどの

校種間の「縦の連携」や、同じ中学校に進学する小学校同士が合同で活動

する「横の連携」の充実も図り、保・幼・小・中の子どもと保護者が感じ

る就学不安や環境変化への戸惑いを軽減できるよう、より密接な連携を図

ります。 

小中連携では、各中学校区における連携事業や教職員研修の推進を図る

とともに、義務教育学校についての検討を進めます。 

（２）心の教育の推進 

① 生命（いのち）を考える教育の充実 

    青少年の非行・被害防止全国強調月間を含む６・７月と全国子ども・若

者育成支援強調月間の１１月に、市内の学校が一斉に取り組む「生命（い

のち）を考える教育」の集中期間を設け、児童生徒の心を揺さぶる生命（い

のち）の教育を推進します。生命（いのち）の尊さや人権尊重をテーマに

した集会や公開授業等を通して、児童生徒だけでなく、保護者や地域とと

もに考える取組を行います。 

② 道徳教育の充実 
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    教科化される道徳に関する研修の実施や指導資料の提供などにより、教

職員の指導力の向上を図り、道徳教育の一層の充実に努めます。また、学

校の教育活動全体で、自分自身を理解すること、他の人を思いやること、

集団や社会との関わりを理解すること、自然や美しいものに感動すること

を通じて、豊かな人間性の育成に努めます。 

（３）健康・体つくりの推進 

① 食育の推進 

担任と栄養教諭等が連携して食に関する授業の推進に取り組むとともに、

学校給食を通じて、食への関心を高め、食と成長に関して正しい理解を図

ります。 

② 健康と体力の増進 

幼児教育においては、幼児が遊びや生活の中で「おもしろく」、「夢中に

なる」運動遊びなど、体を動かしたくなるような環境や機会の提供に努め

るとともに、幼児が体を動かすことを心地よく感じられるよう保育実践を

進めます。 

学校においては、栄養バランスのとれた食事や、規則正しい生活リズム

の定着などについての指導の充実を図ります。また、毎日一定時間、すべ

ての児童生徒が「適度な運動」をする時間を継続的に設定することで、健

康と体力の増進を図るとともに、生涯にわたって運動に親しむことができ

る資質の育成を図ります。 

さらに、学校における体育的活動の推進、国、県と連携した体力テスト

の実施や、それに基づく体力向上推進計画の策定等により、各学校でバラ

ンスのとれた体つくりを進めていきます。 

こうした幼児期からの基本的生活習慣の確立や運動指導等を通して、健

やかな心と体つくりを推進します。 

（４）出雲科学館における理科学習の充実 

出雲科学館において、高度な装置、機器を使った独創的な体験･実験を中心

とした小中学校理科授業を引き続き実施し、児童生徒の自主的・主体的に学

ぶ姿勢を育むとともに、問題解決能力の向上を図ります。 

また、教員の理科の授業力向上を図るため、実践的な指導方法についての

教員研修を行います。 

（５）特別支援教育の充実 

① 就学相談の充実 

特別な支援が必要な児童生徒やその保護者への支援を一層推進するため、

特別支援教育指導員や心理相談員を配置して、就学相談や教育相談の充実

を図ります。 
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また、特別な支援が必要な幼児・児童生徒について、関係機関との連携

のもと、長期的な見通しをもった個別の教育支援計画「出雲市子ども支援

ファイル」を作成し、一人ひとりの個性に応じた適切な支援を、就学先や

進学先へ繋ぎます。 

② 学校における特別支援教育の充実 

校長が指名する特別支援教育コーディネーターを中心として、各学校に

おける特別支援教育の取組を充実させます。 

また、特別支援教育推進委員会の委員が学校の巡回相談を行い、校内支

援体制、対象児童生徒の指導計画等についての指導・助言を行います。 

③ 通級指導の充実 

通常の学級に在籍している特別な支援を必要とする児童生徒に対しては、

各教科などの指導は通常の学級で行いながら、必要に応じて通級指導教室

で障がいに応じた特別の指導を行います。この指導を円滑に行うため、通

級指導教室指導員を配置し、入級に伴う状況把握と、児童生徒の在籍校と

通級指導教室設置校との連絡・調整を行います。 

また、担当教員の複数配置や増員を県へ要望するとともに、通級指導ヘ

ルパーの配置やタブレット端末の導入などの学習環境の整備を行い、通級

指導の充実・強化を目指します。 

④ 障がい者理解教育の推進 

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（通称：障害者差別解

消法）に定める「合理的配慮の提供」や「不当な差別的取扱いの禁止」に

学校が取り組むことはもとより、学校において障がいに対する適切な知識

を得る機会を確保し、児童生徒の自己理解と他者理解が深まるように障が

い者理解教育を推進します。 

⑤ スクールヘルパー事業の推進 

肢体不自由や自閉症など日常的に介助を必要とする児童生徒に対する特

別支援介助者や保育の補助を行う特別支援補助教諭を配置し、きめ細かな

支援を行います。 

また、通常の学級に在籍している特別な支援を必要とする児童生徒に対

して、学校教育を支援する特別支援教育補助者や給食時の介助などを行う

幼稚園ヘルパーの協力を得ながら、それぞれの幼児・児童生徒に応じた支

援に努めます。 

⑥ 教育・発達支援センター（仮称）の整備 

近年増加している発達障がいなど支援が必要な子どもたちやその保護者

の相談・支援を行うため、保健、福祉、医療、教育等の連携・協力体制を

構築し、乳幼児期からの一貫した発達支援を行う仕組みづくりに取り組み
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ます。また、その体制がより効率的に機能するよう、健康福祉部門と連携

した複合施設の整備を検討します。 

（６）不登校対策の充実 

① 引きこもり傾向の児童生徒の支援 

引きこもり傾向の児童生徒を支援するため、不登校対策指導員を配置し、

家庭訪問や学習指導、体験活動等を行いながら、継続して不登校の改善に

取り組みます。 

② 学校復帰に向けた支援 

不登校の児童生徒を支援するため、学校や保護者との連携を図りながら

教育支援センターでの学習指導、体験活動等を行い、学校復帰や社会的な

自立を目指した支援に取り組みます。 

③ 学校での不登校対策 

不登校や不登校傾向にある児童生徒を支援するため、各学校で不登校対

策コーディネーターを指名し、校内支援会議を開催し組織的な不登校対策

に取り組むとともに、不登校相談員による個別対応や家庭訪問等の支援を

行います。 

これら①～③の支援を行うため、児童生徒支援調整員を配置し、保護者

相談や学校訪問を通して支援方法の調整を図るともに、心理相談員による

児童生徒や保護者のカウンセリング等の支援を行います。 

（７）日本語指導の充実 

  日本語指導が必要な帰国・外国籍児童生徒の在籍する学校に日本語指導員

や日本語指導補助員を配置もしくは派遣し、一人ひとりの実態に応じたきめ

細かな教育を行うとともに、施設・設備の環境の改善に努めます。 

 

【数値目標】 

○不登校対策の充実 

 

 

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

１．２％ 

 

１．０％ 

 

不登校児童生徒の割合 
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【主要事業】 

事業名 

（担当部局／事業主体） 

事業計画（年度） 
事業の概要 

Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 

ふるさとへの夢・活力創

生事業 

（教育委員会） 

推進 推進 推進 推進 推進 ふるさと教育やキャリア教育

の実施及び夢や目標を実現す

る力をつけるための支援 

家庭学習支援事業 

（教育委員会） 

推進 推進 推進 推進 

検証 

推進 放課後等において学習指導

を希望する児童生徒に対す

る学習の機会の提供 

学力調査実施事業 

（教育委員会） 

推進 推進 推進 推進 推進 総合的な学力の把握とその分

析による指導方法の改善 

学校図書館活用事業 

（教育委員会） 

推進 継続 継続 継続 継続 学校司書配置校の拡大及び

読書ヘルパーの配置 

保幼小中連携推進事業 

（教育委員会） 

推進 推進 推進 推進 推進 保幼小中連携の研究・推進 

科学館理科学習事業 

（教育委員会） 

推進 推進 推進 推進 推進 児童生徒の科学館での理科

学習の実施 

特別支援教育事業 

（教育委員会） 

推進 推進 推進 推進 推進 特別な支援が必要な児童生徒

等や保護者、学校への支援及

び就学指導委員会の開催 

スクールヘルパー事業

（教育委員会） 

継続 継続 継続 継続 継続 特別な支援が必要な児童生徒

のため、「特別支援教育補助

者」や「特別支援介助者」を

小中学校に配置 

不登校対策事業 

（教育委員会） 

推進 推進 推進 推進 推進 不登校対策指導員等による

不登校及び不登校傾向の児

童生徒への支援 

教育支援センター運営

事業 

（教育委員会） 

推進 推進 推進 推進 推進 不登校児童生徒の支援にあ

たる教育支援センターの運

営 

就学援助事業 

（教育委員会） 

継続 継続 継続 継続 継続 要保護・準要保護児童生徒の

保護者に対して、就学に必要

な援助を行う 

遠距離通学対策事業         

（教育委員会） 

継続 継続 継続 継続 継続 スクールバスの運行 

遠距離通学児童生徒通学費

補助金の交付 
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学校給食の充実 

【基本方針】 

食への関心が高まる中、学校給食の果たすべき役割は、極めて重要となって

います。栄養のバランスがとれた給食、地元産食材を使用した給食、食育につ

ながる給食、食物アレルギーに対応した給食など、「安全・安心でおいしい給食」

を提供します。 

給食を安定的に提供するため、安全で衛生的な給食設備を維持する一方、老

朽化した施設を改築するとともに学校給食センターを再編し、効率的な給食運

営体制の構築を図ります。 

また、学校給食会のあり方について、検討していきます。 

【施策の体系】 

学校給食の充実 安全・安心でおいしい給食の推進

学校給食センターの再編整備

【計画】 

（１）安全・安心でおいしい給食の推進 

① 食育・地産地消の推進 

地元産食材の活用は、給食の安全・安心を図るうえで重要であるととも

に、子どもたちが地域への愛着や感謝の心を育むための教材となることか

ら、給食の地産地消を推進します。また、給食や地元産食材を活用した食

育指導（栄養教諭等による食に関する授業、給食の時間や親子料理教室等

での指導）の充実を図ります。 

地元産食材の活用にあたっては、需要と供給のバランスが重要なことか

ら、関係団体で組織する「学校給食地産地消推進ネットワーク会議」の中

で、密接な情報交換を図ります。 

② 設備・機器の計画的更新、衛生管理の充実 

長期的な視野に立ち、給食施設の設備・機器の計画的な修繕や更新に努

め、適切な維持管理を行います。 

また、「学校給食衛生管理基準」に基づき、各学校給食センターにおけ

る衛生管理の徹底を一層図るとともに、納入事業者の衛生管理についても

指導を徹底します。 
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③ アレルギー対応給食の推進 

食物アレルギーがある園児児童生徒に対する給食の提供にあたっては、

「出雲市食物アレルギー対応給食ガイドライン」に基づき、保護者や学

校・医師等と十分な連携を図り、給食施設・設備等に応じて可能な限り除

去・代替給食の提供に努めます。また、教職員を対象にした食物アレルギ

ーに関する研修会を計画的に実施し、正しい認識と適切な対応の周知に努

めます。 

（２）学校給食センターの再編整備 

  ① 斐川学校給食センターの移転新築 

       施設の老朽化、狭隘化により、衛生管理面が脆弱である斐川学校給食セ 

ンターを移転新築します。 

   ② 佐田・多伎・湖陵の学校給食センターの統廃合 

    佐田、多伎、湖陵の学校給食センターは、老朽化による施設の改修に多 

額の費用が必要であり、今後児童・生徒数も減少する見込みであることか

ら、距離的に近く、衛生管理面が充実している出雲学校給食センターに統 

合します。 

  ③ 配食対象校の見直し 

    学校給食センターの再編整備に伴い、効率的な配送や配食数の平準化を 

図るため、各学校給食センターの配食対象校を見直します。 

【数値目標】 

○安全・安心でおいしい給食の推進 

 

 

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

５７．８％ 

 

６０％ 

 

 

 

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

９２ｔ 

５．６％ 

８７ｔ 

５．４％ 

学校給食における地元産食材使用割合（食品数ベース） 

学校給食の残菜量・率 
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【主要事業】 

事業名 

（担当部局／事業主体） 

事業計画（年度） 
事業の概要 

Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 

食育・地産地消推進 

（教育委員会） 

推進 

 

推進 

 

推進 推進 推進 学校給食の食育推進 

給食食材への地元産食材活用 

アレルギー対応給食 

（教育委員会） 

継続 継続 継続 継続 継続 食物アレルギー対応給食（除

去・代替）の提供 

学校給食センターの再編

整備 

(教育委員会) 

着手 推進 推進 推進 

完了 

継続 斐川学校給食センターの移転

新築 

佐田・多伎・湖陵センターの

統廃合 

配食対象校の見直し 

 

学校施設の整備 

【基本方針】 

平成２４年(2012)３月に策定した「出雲市学校施設整備･耐震化基本計画」に

基づき、学校施設（小学校、中学校、幼稚園）の耐震化対策、老朽改築・増築･

大規模改造等を実施し、学校教育環境の改善を図ります。 

また、学校施設の長寿命化計画を策定し、トータルコストの縮減に努めると

ともに、エアコン整備、トイレの洋式化、バリアフリー化などの質的環境整備

を積極的に推進します。 

【施策の体系】 

大規模改造・営繕事業の推進

学校施設の整備 耐震化の早期完了

新増改築事業の推進

施設環境の向上
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【計画】 

（１）耐震化の早期完了 

平成２９年(2017)３月末で、耐震化対策が必要な学校施設は、小学校が

１５棟（うち木造２棟）、中学校が６棟、幼稚園が３棟の計２４棟あります。 

本市では、耐震化対策が必要な学校施設が多く、この中には、老朽化の

ため、改築すべき建物も含まれます。このため、学校施設の耐震化対策は、

最優先の課題として取り組むものとし、構造耐震指標（Is 値）０．６未満

の建物について、耐震補強工事又は耐震改築工事を実施します。 

学校施設は、子どもたちの安全確保はもとより、災害時の避難所として

も、重要な役割を担っていることから、出来るだけ早期に耐震化を完了させ

るため、引き続き積極的に取り組みます。 

（２）新増改築事業の推進 

老朽化が著しく、耐力度調査により危険改築が必要と判断された学校施

設について、計画的に改築工事を行い、安心安全で良好な教育環境の確保を

図ります。 

また、学校再編による新設校の整備については、地域の住民、保護者と

密接に意見交換を行い、提案やニーズに等に配慮した整備に取り組みます。 

（３）施設環境の向上 

快適な学習環境づくりに向け、普通教室へのエアコン設置及びトイレの

洋式化に取り組みます。平成２８年度(2016)から実施している中学校普通教

室のエアコン設置については、平成３０年度(2018)の完了を目指し、小学校

普通教室のエアコン設置及び小・中学校・幼稚園のトイレ洋式化については、

出来るだけ早期に事業着手できるよう努めます。 

また、障がいのある児童生徒等が安全かつ円滑に学校生活を送ることが

できるよう、スロープの設置や多目的トイレの設置等のバリアフリー化に取

り組みます。 

さらに、学校内での児童生徒等の安全を確保するため、職員室等の管理

諸室からの見通しを確保し不審者の侵入対策を行うなど、各学校の実状に応

じた防犯対策を推進します。 

（４）大規模改造・営繕事業の推進 

中長期的な維持管理等に係るトータルコストの縮減、予算の平準化を図

りつつ、求められる機能を確保するため、学校施設の長寿命化計画を策定し

ます。この計画を基本として、計画的かつ早急に老朽化対策を進めます。 

また、現地調査等により、施設の劣化状況、学校現場のニーズへの適合
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状況などの把握に努め、各種法令、安全対策、防災対策に配慮した修繕を迅

速に実施します。 

【数値目標】 

 ○耐震化の早期完了 

      

 

   

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

８８．６％ 

 

９７．８％ 

【主要事業】 

事業名 

（担当部局／事業主体） 

事業計画（年度） 
事業の概要 

Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 

小学校耐震化対策推進事

業（教育委員会） 

推進 

 

推進 

 

推進 

 

推進 

 

継続 

 

校舎９棟、屋内運動場２棟 

中学校耐震化対策推進事

業（教育委員会） 

継続 

 

継続 継続 継続 推進 校舎 1棟 

 

第三中学校校舎・屋内運

動場改築事業 

（教育委員会） 

推進 推進 完了   校舎・屋内運動場改築、既設

校舎改造 

第二中学校北校舎改築事

業（教育委員会） 

 検討 着手 推進 完了 校舎耐震改築 

第一中学校南校舎改築事

業（教育委員会） 

  検討 着手 推進 校舎耐震改築 

今市小学校学校校舎整備

事業（教育委員会） 

  検討 着手 推進 校舎耐震改築 

 

大津小学校屋内運動場・

プール改築事業 

（教育委員会） 

   検討 着手 屋内運動場耐震改築、プール

改築 

校舎・園舎リフレッシュ

事業 

（教育委員会） 

継続 継続 継続 継続 継続 老朽修繕、エアコン整備、ト

イレ改修、バリアフリー改修

ほか 

学校施設の耐震化率 
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事業名 

（担当部局／事業主体） 

事業計画（年度） 
事業の概要 

Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 

エアコン整備事業 

（教育委員会） 

推進 推進 推進 推進 推進 普通教室エアコン新設 

トイレ洋式化事業 

（教育委員会） 

  着手 推進 推進 和式トイレ改修 

 

高等学校・大学等との連携 

【基本方針】 

人材育成、産業振興、保健・医療・福祉の向上など多様な分野で連携・協力

し、市と、大学及び市内専門学校との相互発展を目指します。また、市内の高

等学校の運営を支援します。 

【施策の体系】 

高等学校の運営支援

高等学校・大学等との連携 島根大学、島根県立大学との連携

専門学校との連携

【計画】 

（１）島根大学、島根県立大学との連携 

島根大学及び島根県立大学との連携・協力する事業を拡充します。 

・平成２１年(2009)１０月８日 島根県立大学と連携協定締結 

・平成２２年(2010) ８月４日 島根大学と連携協定締結 

《連携事業例》 

審議会への大学教職員の参画、学生による市内児童・生徒の学習指導 

学生のインターンシップ・実習の受入、大学の先進技術研究への支援 

市民向け公開講座の共同開催、史跡・文化財の共同調査など 

（２）専門学校との連携 

市内各専門学校と連携・協力する事業を拡充します。 

・平成２８年(2016)１１月２日 出雲医療看護専門学校と連携協定締結 

《連携事業例》 

市への実習生の受入れ、学生によるボランティア活動への参加など 
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（３）高等学校の運営支援 

市内各高等学校の運営にあたり、地元や、関係団体との調整などの支援・

協力を行います。 

【数値目標】 

○島根大学、島根県立大学との連携、専門学校との連携 

 

 

   

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

９３件 

 

１２０件 

 

【主要事業】 

事業名 

（担当部局／事業主体） 

事業計画（年度） 
事業の概要 

Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 

島根大学、島根県立大学

との連携 

（総務部） 

推進 推進 推進 推進 推進 各大学との連携・協力する事

業を拡充し、市、大学との相

互発展を目指す 

専門学校との連携 

（総務部） 

推進 推進 推進 推進 推進 市内各専門学校との連携・協

力する事業を拡充し、市、学

校との相互発展を目指す 

高等学校の運営支援 

（総務部） 

推進 推進 推進 推進 推進 市内高等学校の運営にあた

り、地元や、関係団体との調

整などの支援・協力を行う 

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 
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４ 地域を支えるひとづくりと住民参画の推進 
 

生涯学習の推進 

【基本方針】 

地域をよく知り、地域を愛し、地域に誇りを持ったひとづくりを進め、豊か

な人生の形成とともに、地域課題の解決につなげるため、歴史文化・伝統芸能・

環境・健康・介護・国際交流・経済・科学など様々な分野において、生涯学習

の推進を図ります。 

また、市内にある７つの図書館が連携し、地域の情報拠点として、図書館資

料の提供や子ども読書活動の推進を図ります。 

【施策の体系】 

生涯学習の推進 生涯学習事業の推進

図書館機能の充実

【計画】 

（１）生涯学習事業の推進 

  ① 生涯学習講座事業 

ア）生涯学習講座の開催 

地域課題の解決や社会のニーズに対応した生涯学習講座を開催しま

す。特に、本市の地域特性を生かし、出雲神話をはじめ地域の歴史・文

化・伝統・特産などについて学ぶ講座を一層充実させます。 

また、関係団体や施設、大学等の専門機関と協力・連携を強化し、生 

涯学習事業の場を広げます。 

イ）学習成果の地域還元と人材育成 

市民の学習成果をボランティア活動や地域活動に活かせる仕組みをつ

くり、地域づくりのリーダーとなる人材を育成します。 

  ② コミュニティセンター活動の促進 

コミュニティセンターについては、地域特性を生かした地域交流活動の

拠点としての機能を発揮しながら、地域の人づくり・まちづくりの総合的

な市民活動の拠点としての役割を果たすことができるよう、地域の文化・

スポーツ・生涯学習活動支援の総合的・一体的な推進を図ります。 
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また、市内全４３地区において、住民主体で特色あるまちづくり事業と

して企画される「コミュニティセンター自主企画事業」を引き続き支援し

ます。 

③ 出雲科学アカデミーの実施 

子どもから大人まで幅広く市民を対象として、実験やものづくり教室、

企画展、講演会等を開催し、新たな発見や感動を共有していくことで、科

学技術に関する知識や技術の向上を目指し、本市の人材育成に努めます。 

（２）図書館機能の充実 

① 図書館ネットワークの充実 

地域の情報拠点としての役割を果たすため、市内７図書館のネットワー

クにより、情報共有や図書館資料を有効に活用できる環境を創出し、業務

の効率化とともに利用者サービスの一層の向上を図ります。 

② 資料の充実と提供 

市民の読書活動を支えるとともに、地域や市民に役立つ図書館として、

市民が必要な情報を迅速かつ的確に得ることができるように、図書、郷土

資料、新聞・雑誌、インターネット上の情報など幅広い資料の収集と提供

により、市民の読書を支援するだけなく、自主的な調査・研究や学習活動

を支援します。 

③ 子ども読書活動の推進 

第２次「出雲市子ども読書活動推進計画」に基づき、市立図書館を核に

して、家庭、学校、地域の読書ボランティア等と連携し、成長段階に応じ

た子どもの読書活動を推進します。 

【数値目標】 

○生涯学習事業の推進 

 

 

   

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

１８８，９６７人 

 

２５０，０００人 

 

 

 

 

科学アカデミーの教室等の計画期間中における参加者数（累計） 
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○図書館機能の充実 

 

 

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

1,280,032 冊 

 

1,300,000 冊 

 

 

 

  

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

４２人 

 

５０人 

【主要事業】 

事業名 

（担当部局／事業主体） 

事業計画（年度） 
事業の概要 

Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 

生涯学習講座事業 

（市民文化部） 

継続 継続 継続 継続 継続 地域課題を解決し、地域への

愛着心を育てる講座の開催 

コミュニティセンター活動

の促進（総合政策部） 

継続 継続 継続 継続 継続 コミュニティセンター自主

企画事業への支援 

出雲科学アカデミー事業

（教育委員会） 

継続 継続 継続 継続 継続 幅広く市民を対象として、実

験やものづくり教室等を開

催 

図書館ネットワークの充実

（市民文化部） 

継続 継続 継続 継続 継続 市内図書館のネットワーク

による業務効率・利用者サー

ビスの向上 

資料の充実と提供 

（市民文化部） 

継続 継続 継続 継続 継続 資料の充実と提供 

子ども読書活動の推進 

（市民文化部） 

継続 継続 継続 

検証 

継続 継続 子ども読書活動の推進 

 

 

個人貸出冊数（年間） 

子ども読書活動支援専門ボランティア登録数 
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コミュニティ活動と市民協働の推進 

【基本方針】 

市民一人ひとり（地域や町内会、企業、各種団体を含む）が自主的・主体的

に活動し、地域が抱える課題等について自ら考え、解決に向けて取り組む「市

民が主役のまちづくり」を目指します。 

そのために、市民と行政の互いの役割と責任を理解したうえで、コミュニ 

ティ活動や市民活動の育成、支援を図り、協働のまちづくりを推進します。 

また、ボランティア活動の推進、意識啓発に取り組み、ボランティアのネッ

トワークづくりや災害ボランティア組織の充実を図ります。 

【施策の体系】 

コミュニティセンター施設整備

協働のまちづくり

ＮＰＯ法人等への支援

ボランティア活動の推進

コミュニティ活動と市民協働の推進 地域まちづくりへの支援

維持が困難な集落の支援

コミュニティセンター活動の促進

【計画】 

（１）地域まちづくりへの支援 

「地域自治区制度廃止後の基本方針」に基づき、引き続き自治組織をは 

じめ地域の意見を十分に聞きながら市政運営に努めるとともに、「地域まち

づくり計画」の趣旨を尊重し、地域の主体的なコミュニティ活動や地域振興

の取組について支援します。 

また、町内会（自治会）未加入世帯の増加は地域コミュニティの弱体化や

災害、環境保全などへの対応力の低下につながり、行政運営にも影響が予想

されます。「出雲市自治会等応援条例」の趣旨の周知に努めるとともに、自

治協会や不動産業者等と連携し町内会（自治会）加入促進を図り、特に未加

入世帯の多い地域の自治協会等の取組に対し支援します。 

（２）維持が困難な集落の支援 

人口減少と少子高齢化が著しく進み、地域の共同体としての機能維持が困
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難となりつつある集落が大幅に増加しています。こうした地域を守り、維持

するための支援を行います。 

また、そこに住む方々が地域づくりに主体的に取り組めるよう、人材の育

成を図るとともに、コミュニティビジネスの創出や地域資源を利活用した起

業化などの取組を支援します。 

（３）コミュニティセンター活動の促進 

コミュニティセンターを生涯学習の拠点として位置づけることに加え、地

域の人づくり・まちづくりの総合的な拠点、地域と行政及び地域・学校・家

庭との結節点となるよう、コミュニティセンターが諸団体と連携・協働しな

がら自主的な活動を行うことを促進します。 

また、市内全４３地区において、生涯学習活動はもとより、市民自らによ

る地域づくり活動の活発化を図ります。 

（４）コミュニティセンター施設整備 

新たなコミュニティセンターの整備については、地域の総合的な市民活動

の拠点施設として各地域の特性に応じた施設利用ができるよう、施設の老朽

度・狭あい度等を勘案しながら、年次的・計画的に整備を進めます。 

また、改修、修繕等を継続的に実施し、施設の長寿命化を図ります。 

（５）協働のまちづくり 

市と市民の連携のもと、地域の抱える課題について考え、創意工夫する自

主的・主体的な市民活動を促進するために、市民団体が行う活動に関する情

報提供や支援を行います。 

（６）ＮＰＯ法人等への支援 

ＮＰＯ法人等の活動の多様性や自主性を尊重し、特定非営利活動の健全な

発展を促進するとともに、意見交換会も含めたネットワークづくりや相談業

務などの支援を行います。 

（７）ボランティア活動の推進 

ボランティア意識の啓発・普及に努め、ボランティアに関する情報の収集

や紹介、人材育成、相談業務の更なる拡充に努めます。 

また、総合ボランティアセンターを中心に、ボランティア団体の活動を支

援するとともに、ボランティアのネットワークの拡大や災害時に対応できる

ボランティアの啓発や推進に取り組みます。 
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【数値目標】 

○地域まちづくりへの支援 

 

 

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

４０，９３９世帯 

 

４１，０００世帯 

  

○コミュニティセンター活動の促進 

 

 

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

７９２，０５４人 

 

８００，０００人 

 

○ＮＰＯ法人等への支援 

 

 

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

５５件 

 

６０件 

 

○ボランティア活動の推進 

 

 

  ①グループ（団体、人） 

  ②個人 

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

①２５８団体 

（２１，７７２人） 

②３６６人 

①２７０団体 

（２２，８６０人） 

②３８０人 

町内会（自治会）加入世帯数 

コミュニティセンター利用者数（年間） 

ＮＰＯ法人設立認証数（累計） 

ボランティアセンター登録者数 
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【主要事業】 

事業名 

（担当部局／事業主体） 

事業計画（年度） 
事業の概要 

Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 

コミュニティ活動促進事業

（総合政策部） 

継続 継続 継続 継続 継続 自治会・町内会等のコミュニ

ティ活動への助成 

集落支援事業 

（総合政策部） 

推進 推進 推進 推進 推進 集落支援、コミュニティビジ

ネス創出等への支援 

地域づくりへの人材支援 

（総合政策部） 

推進 推進 推進 推進 推進 地域おこし協力隊、専門員、

地域コーディネーターによ

る現場支援 

コミュニティセンター管理

運営委託（総合政策部） 

継続 継続 継続 継続 継続 コミュニティセンター運営

委託 

コミュニティセンターリフ

レッシュ事業（総合政策部） 

継続 継続 継続 継続 継続 施設の改修、修繕等 

高松コミュニティセンター

整備事業（総合政策部） 

完了     高松コミュニティセンター

の改築 

協働のまちづくり 

（市民文化部） 

推進 

検証 

推進 推進 推進 推進 協働に関する情報提供・市民

団体への補助、ＮＰＯ法人の

認証事務、ＮＰＯ法人等との

意見交換会の開催 

ボランティア活動の推進 

（市民文化部） 

推進 推進 推進 推進 推進 総合ボランティアセンター

の運営、ボランティア団体の

活動支援、災害ボランティア

の組織づくり 

 

定住対策の推進 

【基本方針】 

全国に住みよいまち出雲の魅力を積極的に情報発信するとともに、県や（公

財）ふるさと島根定住財団をはじめとする関係機関との連携を強化し、住まい

や就労など様々なニーズに対応した情報提供と支援により定住を推進します。 

また、新築住宅に対する固定資産税の独自の課税免除制度を平成３０年度

（2018）課税分まで延長し、住宅の建設を促進するとともに、既存の市営住宅

などの活用により住宅を安定的に提供し、定住促進を図ります。 
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また、労働力の減少による地域経済への影響や地域コミュニティ機能の低下

など、将来の地域全体の活力低下を及ぼす少子化問題に対応していきます。 

【施策の体系】 

縁結びプロジェクト

関係機関との連携

固定資産税の課税免除

定住対策の推進 ワンストップサービス

情報発信

定住促進助成

 【計画】 

（１）ワンストップサービス 

定住総合窓口を常設し、住まいや就労など様々なニーズに応え、ＵＩター

ンを促進するとともに定住支援を図ります。 

（２）情報発信 

ＵＩターン者の様々なニーズに対応するため、本市の施策を集約し発信し

ます。各種情報発信にあたっては、市役所内各課との連携を図り収集した情

報を、様々な機会を通じて発信します。 

（３）定住促進助成 

定住促進と地域経済の活性化を図るため、ＵＩターン者で子育て世帯及び

新婚世帯に該当する者及び重点支援地域としている過疎・辺地に居住する者

が住宅を建築、購入又は改修を行う場合に助成金を交付します。 

また、３世帯同居や子育て世帯等の定住を促進するため、住宅の改修を行

う場合に助成金を交付します。Ｉターン独身女性の定住を促すため、引越費

用や家賃の助成を行い、就業先への就業助成金を交付します。 

（４）関係機関との連携 

県や（公財）ふるさと島根定住財団等と連携し、相互情報発信や相談窓口

の設置など、情報の発信力･収集力の強化に努め、出雲圏域へのＵＩターン

を促進し本市への定住につなげます。 

（５）固定資産税の課税免除 

新築住宅の建設による地域経済の活性化と一層の定住促進を図るため、市



第７章 人材育成都市の創造 

- 198 - 

内業者等が施工した新築住宅に対する固定資産税について、一定の要件を満

たした場合、床面積１２０㎡以下の部分に係る固定資産税額の２分の１相当

額を３年間免除する独自の課税免除制度を平成３０年度(2018)課税分まで延

長します。 

（６）縁結びプロジェクト 

少子化の要因の一つである価値観の多様化や男女の出会いの場の減少など

による未婚化、晩婚化に対し、地域の団体、企業などと連携を図りながら結

婚を望む方が交流できる様々な出会いの場の創出や、市民が主体となった結

婚支援活動を支援します。 

【数値目標】 

○定住促進助成 

    

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

１９８件 

 

３５０件 

 

  

   

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

１１８件 

 

１８０件 

 

○固定資産税の課税免除 

 

 

    

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

２，０３６戸 

 

４，７３６戸 

 

市への相談や助成金等の利用により定住に結びついたＵＩターン件数（累計） 

空家バンクの登録件数（累計） 

新築住宅の固定資産税課税免除戸数（累計） 
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【主要事業】 

事業名 

（担当部局／事業主体） 

事業計画（年度） 
事業の概要 

Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 

情報発信 

（総合政策部） 

推進 推進 推進 推進 推進 ホームページ、定住フェア 

移住促進住まいづくり助

成 

（総合政策部） 

継続 

検証 

継続 継続 継続 

検証 

継続 ＵＩターン者で子育て世帯、

新婚世帯に該当する者及び重

点支援地域としている過疎・

辺地に居住する者が住宅を建

築、購入又は改修を行う場合

の助成 

定住促進住まいづくり助

成（総合政策部） 

継続 

検証 

継続 継続 継続 

検証 

継続 ３世帯同居、子育て世帯等が

住宅を改修する場合の助成 

Ｉターン女性支援助成

（総合政策部） 

継続 

検証 

継続 継続 継続 

検証 

継続 Ｉターン独身女性に対する引

越費用及び家賃助成、就業先

への就業助成 

新築住宅の固定資産税免

除（財政部） 

継続 継続 継続 

検証 

継続 継続 市内業者等が施工した新築住

宅に対する固定資産税の減免 

縁結びプロジェクト 

（総合政策部） 

推進 推進 推進 推進 推進 男女の出会いの場の創出や、

市内で結婚支援活動等を行う

団体を支援 

 

広報広聴機能の充実と市民参画の推進 

【基本方針】 

市民が主役のまちづくりの実現のため、市民が必要とする情報や分かりやす

い情報の提供を行うことで、市が実施する事業に関心を持ってもらえるような

広報広聴活動を進めます。 

そのためには、多様化する住民ニーズと複雑化・高度化する行政運営に対応

するため、広報紙を中心とした市民への情報提供の充実を図るとともに、ホー

ムページやソーシャルメディア※などを積極的に利用し、情報発信の強化を図り

ます。 

また、市民の意識や動向を的確に把握するため、きめ細やかな広聴活動を展 

開し、市政への反映を図ります。 
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※ソーシャルメディア：インターネット上のサービスを利用して、不特定多数の参加者が双方向で情報の

やりとりを行うことができる情報伝達手段。 

【施策の体系】 

広報広聴機能の充実と市民参画の推進 広報活動の充実

広聴活動の充実

 

【計画】 

（１）広報活動の充実 

  ① 広報紙や多様な媒体による広報活動の推進 

「広報いずも」の紙面充実に努めます。また、新聞などのマスメディア

を利用し広く情報発信するとともに、ケーブルテレビ、コミュニティＦＭ、

有線放送電話などを活用したきめ細やかな情報発信に努めます。 

② ホームページの充実 

アクセシビリティ（利用のしやすさ）の向上や、情報量の増加に対応し

た体系的で検索しやすいサイトの構築を図るとともに、迅速かつ正確な情

報発信に努めます。 

③ ソーシャルメディアの活用による情報提供の推進 

各種イベントや観光等の市政情報のほか、大規模災害などの緊急時に迅

速な情報提供を行うため、フェイスブック等のソーシャルメディアの活用

を推進します。 

（２）広聴活動の充実 

① 広聴機能の強化 

まちづくり懇談会、市長とふれあいトーク、市長ポスト等を活用した

広聴（市政への意見・提案）活動を引き続き実施し、市民から意見や提

案を広く求め、市民参加の開かれた市政運営を推進します。 

② 各種計画策定時における市民の意見を聴く機会の確保 

市民の市政への参加を促進し、行政の透明性を向上させるため、市の

重要な計画等の策定時には、パブリックコメントにより市民等から広く

意見や情報を求めるなど、広聴の機会を確保します。 
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【数値目標】 

○広報活動の充実 

 

 

    

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

３，２６３千件 

 

３，２７３千件 

【主要事業】 

事業名 

（担当部局／事業主体） 

事業計画（年度） 
事業の概要 

Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 

まちづくり懇談会 

（総合政策部） 

継続 継続 継続 継続 継続 市長が地域へ出かけ、直接市

民との意見交換を行う 

広聴活動 

（総合政策部） 

継続 継続 継続 継続 継続 市長とふれあいトーク、市長

ポストなどにより、市民の意

見・提案を求める 

広報紙発行 

（総合政策部） 

継続 継続 継続 継続 継続 広報紙の発行 

情報ＰＲ活動 

（総合政策部） 

継続 継続 継続 継続 継続 ホームページ、新聞、ケーブ

ルテレビなどを活用した市政

情報の提供 

ソーシャルメディアの利

用（総合政策部） 

継続 継続 継続 継続 継続 ソーシャルメディアを活用し

た情報提供 

 

ホームページアクセス件数（年間） 


