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　松江地方法務局と島根県人権擁護委員連合会では、女性をめぐる様々な人権問題の解決を図るため、下記の
とおり、いつもより相談時間を延長して電話相談に応じます。
　夫やパートナーからの暴力、職場におけるセクシュアル・ハラスメントやストーカー行為、新型コロナウイルス感
染症に関連した不当な差別や偏見などでお困りの方、周りでそういったことを見聞きしたという方は、一人で悩ま
ずに「女性の人権ホットライン」にお電話ください。
　相談は無料で秘密は守られますので、一人で悩まず安心してご相談ください。

相談ダイヤル ０５７０－０７０－８１０
【期　間】11月12日（金）~18日（木）
【時　間】月~金曜日 午前8時30分~午後7時
　　　　土･日曜日  午前10時~午後5時
【相談員】法務局職員又は人権擁護委員
【お問い合わせ】松江地方法務局人権擁護課　 電話：0852－32－4260
　　　　　　　町民課戸籍グループ　　　　 有線：31－5106 　電話：54－2510

人権イメージキャラクター
人KENまもる君＆人KENあゆみちゃん

ふるさと応援ゆうパック助成制度のご案内

全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間

「奥出雲町にお住
いの皆様へ」と書
いて、郵便により
全戸配布してい
ます。
（送り状５枚同封）

　宝くじコミュニティ助成事業は、宝くじの収益を財源とし、地域のコミュニティの健全な発展を図るための
もので、（財）自治総合センターが宝くじの社会貢献事業の一環として行っ
ています。
　今年度、助成事業により小森自治会に神楽道具が整備されました。
　今回、整備された道具により、伝統ある小森神楽の伝承や若者の後継者
育成にも繋がり、地域伝統文化の発展と継承が期待されます。

　町では、帰省を自粛され町外で暮らしていらっしゃる方々へ、地
元の食材や特産品等を送られる際の送料を助成し応援する制度
を始めています。
　制度を利用するには、専用の送り状が必要です。 
　（専用の送り状は、７月下旬、郵便により全戸配布しています）
　専用の送り状を使って発送すると発送料金が無料になります。
　制度をご利用いただけるのは令和４年１月３１日までですので、
ぜひご活用ください。

◆◆令和3年度 宝くじコミュニティ助成事業◆◆

【お問い合わせ】　地域づくり推進課　有線：31－5265 電話：54－2524

〇対象品…………………………………………………
　◎町内店舗で購入した食材及び日用品、特産品、
　　農産物など
　◎荷物は、100サイズ以下
　  （縦･横･高さの合計が100cm以下）
　※重さが25kgを超えるなど特殊な荷物は対象外

〇受付郵便局……………………………………………
　　町内郵便局

　　※ただし、冷蔵（チルド）扱いは、八代、仁多、　　
　　　亀嵩、阿井、横田の郵便局のみ受付可能

八代、仁多、亀嵩、阿井、三沢、
横田、鳥上、八川、馬木
　

①箱詰め ②専用の送り状に
　必要事項を記入

④郵便局で町の
　パンフレット等を
   同封します

⑤大切な方へ
         お届けします

③開封のまま
　　　　郵便局へ

　仁多郵便局
　　有線：31-1100
　　電話：54-1100
　企画財政課
　　有線：31-5244
　　電話：54-2522

お問い合わせ

３　学習状況調査結果（児童・生徒質問紙）　　　　　　　　　　※全国との比較において、比較的大きな差異がみられるもの
小学校６年生 町内小学校 島根県 全国 町－全国
① 今住んでいる地域の行事に参加している 72.6 65.3 58.1 14.5

② 学級生活をよりよくするために学級会で話し合い、互いの意見のよさを生かして解決方法を決めている 86.9 72.8 73.4 13.5

③ 新聞を週に１回以上読んでいる 27.3 16.9 14.8 12.5

④ 家庭学習を平日１時間以上行っている 73.9 64.8 62.5 11.4

⑤ 国語の勉強は好きだ 75.0 59.0 58.4 16.6

⑥ 授業でコンピュータなどのICT機器を週１回以上使用した 17.9 30.0 40.1 ▲ 22.2

⑦ 携帯電話・スマートフォンやコンピュータの使い方について、家の人と約束したことを守っている 58.3 66.0 70.1 ▲ 11.8

⑧ 平日１日当たり２時間以上テレビゲーム（スマートフォン、オンラインゲーム含む）をする 57.1 47.3 49.4 7.7

中学校３年生 町内中学校 島根県 全国 町－全国
① 今住んでいる地域の行事に参加している 74.0 50.7 43.7 30.3

② 地域や社会をよくするために何をすべきか考えることがある 66.6 47.3 43.8 22.8

③ 総合的な学習の時間では、自分で課題を立てて情報を集め整理して、発表をするなどの学習活動に取
り組んでいる 92.6 82.7 70.2 22.4

④ 平日１日当たり２時間以上テレビゲーム（スマートフォン、オンラインゲーム含む）をする 43.3 52.0 57.0 ▲ 13.7

⑤ 学級生活をよりよくするために学級会で話し合い、互いの意見のよさを生かして解決方法を決めている 86.4 77.8 73.9 12.5

⑥ 国語の勉強は好きだ 76.6 62.0 60.8 15.8

⑦ 学校でコンピュータなどのＩＣＴ機器を、他の友だちと意見を交換したり、調べたりするために週１回以
上使用する 20.9 14.9 34.8 ▲ 13.9

⑧ 家で、スマートフォンやコンピュータなどのＩＣＴ機器を、勉強のために平日１日当たり３０分以上使用する 30.9 32.6 42.2 ▲ 11.3

⑨ 平日１日当たり３０分以上読書をしている 20.9 28.6 28.9 ▲ 8.0

令和３年度全国学力・学習状況調査の結果概要
奥出雲町教育委員会

　学校における児童生徒への教育指導の充実や学習状況の改善等に役立てることを目的に、全国学力・学習状況調査が実
施されました。その結果は以下のとおりです。

１　学力調査結果（平均正答率の比較）
小学校６年生 中学校３年生 ○小学校国語は、県平均を上回ったが、全国平均並みであった。

○小学校算数は、県平均並みであったが、全国平均を下回った。
○中学校国語は、県平均を上回ったが、全国平均並みであった。
○中学校数学は、県平均を上回ったが、全国平均並みであった。
○同一集団で比較すると、全ての学校種・学年・教科において、
昨年度の島根県学力調査における県・全国比よりも、1.5～ 6.5㌽
改善している。

国語 算数 平均正答率 国語 数学
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２　学力調査結果の概要（教科別の強みと課題）
小学校６年生国語
【強み】   ○語句の使い方を理解し、話や文章の中で使うこと
　　　○漢字を文の中で正しく使うこと

【課題】   ●目的を意識して、中心となる語や文を見つけて要約すること
　　　●自分の主張が明確に伝わるように、文章全体の構成や展開を考えること

小学校６年生算数
【強み】   ○データを二次元の表に分類整理すること
　　　　○帯グラフで表された複数のデータを比較し、示された特徴をもった項目とその割合を記述すること
【課題】   ●「図形」領域の「三角形の面積の求め方」「複数の図形を組み合わせた図形の面積について、比較したり、求め方と答え方を記
　　　　述したりすること」
　　　●「数と計算」領域の「商が１より小さくなる割り算」「小数倍についての説明を解釈し、ほかの数値の場合に適用して説明する
　　　　こと」

中学校３年国語
【強み】   ○話合いの話題や方向を捉えて、話す内容を考えること
　　　○文脈に則して漢字を正しく読むこと

【課題】   ●文章に表れているものの見方や考え方を捉え、自分の考えを持つこと
　　　●相手や場に応じて敬語を適切に使うこと

中学校３年数学
【強み】   ○与えられた表やグラフから、必要な情報を適切に読み取ること
　　　○与えられたデータから中央値を求めること

【課題】   ●「数と式」領域の「整式の加法と減法の計算」「具体的な場面で、一元一次方程式をつくること」
　　　●領域を問わず、与えられたデータ、事象または図形を的確に捉え、数学的に説明したり表現したりする問題において課題が見
　　　　られた


