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基本理念Ⅰ　子育て・子どもの育ちをみんなで支える地域づくり
基本施策1　県民運動の醸成と地域における子育て支援の輪の拡大

①　県民気運の醸成
◇全県的広報・啓発の充実 子ども・子育て支援課

②　地域における子育て・子どもの育ちの支援の輪の拡大
◇地域の創意工夫による子育て支援の充実 子ども・子育て支援課

◇地域社会で子どもが心安らぐ放課後や休日の環境づくり
子ども・子育て支援課
社会教育課

◇地域社会で子どもが健やかに育つ環境づくり
子ども・子育て支援課
教育指導課
少年女性対策課

◇民間の子育て支援活動の促進 子ども・子育て支援課
◇ＮＰＯ・ボランティア活動の促進 環境生活総務課

◇世代間交流の促進
高齢者福祉課
子ども・子育て支援課

基本理念Ⅱ　しまねの未来を担うたくましい子どもの育ちの実現
基本施策2　たくましい子どもの育ち

①　幼児期の教育・保育の充実

◇幼児教育の充実
子ども・子育て支援課
教育指導課

②　子どもの生きる力の育成

◇学力（学ぶ力、学んだ力）の育成
教育指導課
学校企画課

◇きめ細かな指導・支援体制の充実（小学校）
教育指導課
学校企画課

◇きめ細かな指導・支援体制の充実（中学校）
教育指導課
学校企画課

◇ふるさと教育 社会教育課
◇道徳教育の充実 教育指導課

◇青少年の文化活動の推進
社会教育課
教育指導課

◇健康教育の推進 保健体育課
◇生涯スポーツの推進 保健体育課
◇生徒指導体制の整備 教育指導課
◇未来を拓く県立学校づくりの推進 教育指導課
◇教育相談体制の充実 教育指導課

◇学校安全確保の推進
教育指導課
生活安全企画課

◇学校関係者評価の推進
学校企画課
教育指導課
特別支援教育課

③　家庭や地域の教育力の向上

◇乳幼児期からの基本的な生活行動・生活習慣の定着
教育指導課
社会教育課

◇家庭教育への支援の充実 社会教育課
◇地域の教育力向上への支援 社会教育課

◇子どもの読書活動の推進
教育指導課
社会教育課

◇県の特色ある地域資源の活用促進 文化財課
◇体験活動の充実及び家庭への意識啓発 社会教育課

④　青少年の健全育成の推進
◇青少年を健やかに育む意識の啓発 青少年家庭課
◇社会参加・参画活動等の推進 社会教育課
◇社会参加活動等の促進 少年女性対策課

◇有害環境対策の推進

青少年家庭課
教育指導課
社会教育課
少年女性対策課

◇非行防止対策の推進 少年女性対策課
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しまねっ子すくすくプラン(H27～H31)の事業一覧

施策番号及び
施策名称 事業名 担当課

基本施策3　次代の親の育成
①　生命の尊さ、家族の意義の理解の促進

◇学校生活における家族や家庭生活に関する学習の実施 教育指導課
◇助産師が行う「生の楽習講座」 子ども・子育て支援課
◇乳幼児との関わり体験 子ども・子育て支援課

②　若い世代の就業促進
◇就職指導の充実 教育指導課
◇学卒者の職業訓練の実施 雇用政策課

◇県内就職の促進
しまね暮らし推進課
雇用政策課

基本理念Ⅲ　すべての子どもの健やかな育ちが等しく保障される環境の整備
基本施策4　子育てに関する多様な支援の充実

①　親子の交流や相談の場の充実
◇親子の気軽な交流の場の設置 子ども・子育て支援課
◇地域の子育て支援機能の充実 子ども・子育て支援課
◇子どもと家庭電話相談室の設置 青少年家庭課
◇子育てに関する情報提供の充実 子ども・子育て支援課

②　教育・保育等の提供体制の確保・充実
◇地域の保育ニーズに対応した受入児童数の確保 子ども・子育て支援課

◇認定こども園、幼稚園、保育所等の運営への支援
総務課
子ども・子育て支援課

◇教育・保育等に従事する者の確保 子ども・子育て支援課

◇教育・保育等に従事する者の質の向上
子ども・子育て支援課
教育指導課

◇多様なニーズに対応した子育て支援事業の充実 子ども・子育て支援課
◇教育・保育の情報の公表 子ども・子育て支援課
◇放課後児童健全育成の推進 子ども・子育て支援課
◇放課後児童健全育成に従事する者の質の向上 子ども・子育て支援課

③　経済的負担への対応
◇児童手当の給付 青少年家庭課
◇保育料の軽減 子ども・子育て支援課
◇乳幼児等医療費の助成 健康推進課
◇特定不妊治療費の助成 健康推進課
◇生活福祉資金の貸付 地域福祉課
◇奨学のための給付金の給付 学校企画課
◇島根県高等学校等奨学金の貸付 学校企画課
◇生活支援資金（教育支援、育児・介護休業者支援）の制度融資 雇用政策課

基本施策5　子どもを守り育てる仕組みづくり
①　人権が尊重される社会の実現

◇人権教育の推進 人権同和教育課
◇人権啓発事業 人権同和対策課
◇人権研修事業 人権同和対策課
◇教職員研修の実施 人権同和教育課
◇人権啓発の推進 子ども・子育て支援課
◇職員等への研修等の実施 子ども・子育て支援課

②　子どもと家庭の相談体制の強化
◇乳児家庭に対する支援の充実 子ども・子育て支援課
◇市町村児童相談体制の強化支援 青少年家庭課
◇児童相談所の専門性の向上 青少年家庭課
◇障がい児やその家族に対する相談・情報提供体制の充実 障がい福祉課
◇心の問題を抱える子どもや家族に対する相談支援体制の充実 障がい福祉課
◇障がい児やその家族等に対する専門的な相談・療育指導体制の充実 障がい福祉課
◇特別支援学校センター機能の充実 特別支援教育課
◇ひとり親家庭等への相談支援体制の充実 青少年家庭課

③　児童虐待防止対策の充実強化
◇養育支援訪問事業 子ども・子育て支援課
◇母子生活支援施設・児童相談所との連携 青少年家庭課
◇発生予防・早期発見・早期対応のための機能強化 青少年家庭課
◇子どもを虐待から守る意識の啓発 青少年家庭課

④　社会的養護体制の推進
◇里親委託等の推進 青少年家庭課
◇小規模グループケアの設置・運営への支援 青少年家庭課
◇地域小規模児童養護施設の設置・運営への支援 青少年家庭課
◇母子生活支援施設・児童相談所との連携 青少年家庭課
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しまねっ子すくすくプラン(H27～H31)の事業一覧

施策番号及び
施策名称 事業名 担当課

基本施策6　特に支援が必要な子どもや家庭への対応
①　障がい児への支援の推進

◇障がい児が暮らしやすい地域づくりの推進 障がい福祉課
◇障がい児在宅サービスの充実 障がい福祉課
◇障がい児への経済的支援 障がい福祉課
◇発達障がい児支援体制の整備 障がい福祉課
◇高次脳機能障がい児支援体制の整備 障がい福祉課
◇極めて重度の障がい児への支援 障がい福祉課
◇放課後健全育成 障がい福祉課
◇放課後児童クラブの障がい児受入れ推進 子ども・子育て支援課
◇特別支援教育体制の総合的な推進 特別支援教育課
◇特別支援学校の進路開拓 特別支援教育課
◇障がい児等保育対策 子ども・子育て支援課
◇障がい児の預かり事業 子ども・子育て支援課

②　ひとり親家庭等の自立支援の推進
◇子育て・生活支援の充実 青少年家庭課
◇就業支援 青少年家庭課
◇就業機会の拡充 青少年家庭課
◇養育費確保・面会交流の支援 青少年家庭課
◇経済的支援の充実 青少年家庭課
◇ひとり親家庭等への相談支援体制の充実（再掲） 青少年家庭課
◇母子生活支援施設・児童相談所との連携（再掲） 青少年家庭課

基本理念Ⅳ　安心して子どもを生み・育てることができる環境の整備
基本施策7　子どもと親の健康の確保

①　母子保健等の充実
◇お産あんしんネットワーク事業 健康推進課
◇医療的ケア必要児等ハイリスク児対策の充実 健康推進課

②　食育の推進
◇食育の推進（食育に関する情報提供） 健康推進課
◇食育の推進（食育に関する人材育成とネットワークづくりの推進） 健康推進課
◇食育の推進（食育に関する体験活動の促進） 健康推進課
◇食育の推進 健康推進課

③　妊娠・出産等への支援
◇妊娠・出産等の正しい知識の普及 健康推進課
◇不妊専門相談事業の実施 健康推進課
◇特定不妊治療費の助成（再掲） 健康推進課

④　小児医療の充実
◇小児医療の充実 医療政策課
◇小児慢性特定疾病への支援 健康推進課

基本施策8　結婚対策の充実
①　結婚に対する気運の醸成

◇若年層への結婚、妊娠、出産等に関する啓発 子ども・子育て支援課
◇出会いの場の創出、情報提供 子ども・子育て支援課

②　出会いの場づくりとマッチング支援の強化
◇出会いの場の創出、情報提供 子ども・子育て支援課
◇結婚に関する相談、紹介（マッチング）支援 子ども・子育て支援課
◇しまね縁結び市町村交付金事業（出会いの場創設、結婚相談員養成等） 子ども・子育て支援課

基本施策9　仕事と生活の調和
①　仕事と家庭の両立支援

◇仕事と家庭の両立支援
雇用政策課
子ども・子育て支援課

◇イクメン・イクボス養成事業 子ども・子育て支援課
◇離転職者等の職業訓練の実施 雇用政策課
◇生活支援資金（教育支援、育児・介護休業者支援）の制度融資（再掲 ） 雇用政策課

②　働き方の見直し
◇ 男女共同参画の理解の促進 環境生活総務課
◇ 雇用環境改善の普及啓発 雇用政策課
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しまねっ子すくすくプラン(H27～H31)の事業一覧

施策番号及び
施策名称 事業名 担当課

基本施策10　安心して子育てできるまちづくり
①　良好な生活環境の確保

◇ひとにやさしいまちづくりの促進 障がい福祉課
◇乳幼児連れ家族が安心して外出できる環境の整備 子ども・子育て支援課
◇安全で快適な住宅の供給 建築住宅課
◇都市公園の整備 都市計画課
◇河川海岸環境の整備 河川課

6－②　安全・安心なまちづくり
◇公共空間における防犯環境の整備・改善 生活安全企画課

◇地域住民が行う自主防犯活動の推進
生活安全企画課
環境生活総務課

◇通学路・公園等における安全対策の推進 交通規制課

◇安全な歩行・走行のための道路整備
道路維持課
道路建設課

◇交通安全教育の推進
交通企画課
交通対策課
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