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〔基本計画の見方（留意点）〕 
 

 

 基本的に見開き２ページの中で、各細節の施策の考え方を示しています。 

 

 ①めざす方向 

   各細節において、“目標”とすべき考え方や施策の方向を示しています。 

 ②現状 

   社会的な背景や本市における現状などを示しています。 

 ③市民の声 

   まちづくりに対する市民からの意見・提言、市民アンケート、子ども作文、

市民ワーキングにおける意見などを例示しています。 

 ④課題 

   めざす方向（目標とすべき考え方）へ向けた課題を示しています。 

 ⑤目標の設定 

   めざす方向へ向けた数値目標や指標を示しています。 

   この中には、行政の取組みだけでは達成できないものも含まれています。 

 ⑥施策の展開 

   計画期間５年間の主要な施策を示しています。 

   特に重点的に取り組む施策を「ゴシック体」で強調しています。 

 ⑦効果 

   施策の展開により見込まれる効果を示しています。 

 ⑧主な指標・参考資料 

   各細節において参考となる表やグラフを示しています。 

 ⑨その他 

   主な指標・参考資料等の数値は、注意書きがあるものを除いて、合併前の

９市町村の合計数値としています。 
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第２編 基本計画 

 

第１章 明日を担う人づくりと 

コミュニティを中心とした地域づくり 

 

 第１節 明日を担う人づくり 

 

 「こころ」の時代である２１世紀において、市民一人ひとりの心の豊か

さを醸成し、夢のあるまちづくりを進めていくためには、家庭、地域、学

校、職場、行政が一体となって、「自立のこころ」「奉仕のこころ」「チャレ

ンジするこころ」を育み、地域社会の一員として自覚と誇りをもち、自己

実現に向け、たくましく自立して豊かに生きる人づくりに取り組むことが

重要です。 

 このため、社会全体のモラルやルール・マナーなどの規範意識や道徳心

の高揚に努めながら、地域ぐるみで子どもを育てる風土づくりを進め、自

ら学び自ら考える力と知・徳・体のバランスのとれた明日に向かってチャ

レンジする子どもの育成を図ります。 

 また、市民が「いつでも どこでも だれでも 何でも」学習できる環

境や生涯を通してスポーツやレクリエーションに親しめる環境の整備、市

民憲章の再確認と実践、地域に根づいた伝統文化の保存・伝承活動の促進

などに努めます。 

 さらに、すべての人の人権が社会のあらゆる場面で保障され、尊重され

る差別のない明るい社会を実現するため、人権尊重の理念に基づき、人権

施策を総合的・一体的に進めるとともに、男女共同参画社会をめざした取

組みを行い、将来にわたって輝き続けることができる人づくりを進めます。 
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第１章 明日を担う人づくりと 

コミュニティを中心とした地域づくり 
 

 第１節 明日を担う人づくり 

 

  第１ 地域や家庭が一体となった地域・家庭教育力の充実 

  第２ 一人ひとりの個性を伸ばす幼児教育の充実 

  第３ 次代を担う子どもたちを育む義務教育の充実 

  第４ 社会にはばたく人材を育む高等学校・大学教育等の充実 

  第５ 健全な青少年の育成 

  第６ 心豊かな市民を育む生涯学習の推進 

  第７ 生涯にわたり楽しめる生涯スポーツの推進 

  第８ 地域に根づいた伝統文化の保存・伝承 

  第９ すべての市民の人権が尊重される明るい社会づくり 

  第10 男女が共にかがやく男女共同参画社会の形成 

 

めざす方向 

 家庭と地域などが一体となってモラルやマナー・ルールなどの規範意識や道徳心の高揚を図

るとともに、地域ぐるみで子どもを育てる風土づくりを進め、地域や郷土に対する愛着と誇り

を持ちながらたくましく将来を担う人づくりを進めます。 

現状 市民の声 

○地域ぐるみで子どもたちを育てる風土や環

境づくりを全市的に進めるために、「モラル

やマナー・ルールを大切にする風土（人）

づくり事業」に取り組んでいます。 

○核家族化や少子・高齢化の進展、産業構造

の変化、地域の連帯感の希薄化などを背景

に、モラルやマナー・ルールなど規範意識

や道徳心の低下、また、地域や家庭で子ど

もを教育する力の低下が懸念されていま

す。 

○モラルやマナー・ルールの低下が顕著になって

いる。 

○学校だけ、家庭だけでは子育てはできない

ので、地域の人がそれぞれ協力してやって

いく必要がある。 

○家庭における教育がおろそかになり教育力

が低下してきている。 

○子育て中の両親の「しつけ」の仕方に問題が

ある。 

課題 

○家庭と地域などが一体となってモラルの向上やマナー・ルールを大切にする市民意識を高め

るとともに、大人が子どもたちに対して、物事のけじめや善悪をしっかりと教えていく必要

があります。 
○家庭で基本的な生活習慣を身に付けさせるとともに、家庭と地域が相互に助け合いながら子

どもたちを育てていく力が求められています。 

 

 

教育改革推進チーム 

生涯学習課 

児童家庭課 
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目標の設定 

                      平成１７年度      平成２２年度 

○「社会のルール・マナーを大切にしている」と思う割合 

（そう思うとどちらかといえばそう思う割合の合計） 

小学３年生                ７３．８％       ８０％ 

小学６年生                ６９．３％       ７５％ 

中学２年生                ６６．５％       ７０％ 

施策の展開 

○規範意識の向上 

 ・「モラルやマナー・ルールを大切にする風土（人）づくり事業」に、市民総参加で取り組みま

す。 

○地域教育力の向上 

 ・親や地域の大人に対して、参観日、町内会行事、公民館活動などあらゆる機会を通じて、子ど

もへの「しつけ」の大切さと責任について啓発し、地域ぐるみで子どもを育てる教育力を高め

ます。 

 ・地域全体で子どもを守り育て、地域を活性化する子どもと大人のふれあい活動を支援します。 

 ・世代間の交流を活発化するために、地域活動やボランティア活動への青少年の参加を促進しま

す。（再掲Ｐ．６３） 

○家庭教育力の向上 

 ・子育て中の親に対して、小中学校入学時など子どもの成長段階の節目時期において、家庭にお

ける教育の重要性に関する研修会を開催します。 

 ・妊娠中の母親と父親を対象とした、これから親となるための子育て教室を、関係機関と連携し

ながらさらに充実します。 

 ・教職経験者や家庭教育相談員の活用により、子育て中の親からの相談体制を強化します。 

○啓発活動の充実 

 ・規範意識や道徳心の向上のため、ＣＡＴＶ※、とっとり市報などによる啓発活動を行います。 

効果 

○地域・家庭での子育てに関する意識が高まり、地域・家庭教育力が充実します。 

○子どもの健全な育成が図られるとともに、社会全体のモラルやマナー・ルールなどの規範意識や

道徳心が高まります。 
○地域全体が明るく住みやすくなり、市民が安心でいきいきとした生活を送ることができます。 

主な指標・参考資料 

○「社会のルール・マナーを大切にしている」と思う割合   平成１７年度基礎学力調査（ ）は鳥取県 

 そう思う どちらかといえばそう思う 合 計 

小学３年生 50.7％（56.2％） 23.1％（22.1％） 73.8％（78.3％） 

小学６年生 24.4％（28.7％） 44.9％（43.6％） 69.3％（72.3％） 

中学２年生 20.3％（23.4％） 46.2％（45.9％） 66.5％（69.3％） 

 

○犯罪が発生しにくい風紀のよさに対する市民満足の回答割合  市民アンケート（平成１７年１月実施） 

満足 やや満足 何ともいえない やや不満 不満 関係ない・わからない 

6.2％ 22.4％ 42.1％ 16.1％ 8.9％ 4.2％  

                             
※ ＣＡＴＶ Ｐ．６参照 
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第１章 明日を担う人づくりと 

コミュニティを中心とした地域づくり 
 

 第１節 明日を担う人づくり 

 

  第１ 地域や家庭が一体となった地域・家庭教育力の充実 

  第２ 一人ひとりの個性を伸ばす幼児教育の充実 

  第３ 次代を担う子どもたちを育む義務教育の充実 

  第４ 社会にはばたく人材を育む高等学校・大学教育等の充実 

  第５ 健全な青少年の育成 

  第６ 心豊かな市民を育む生涯学習の推進 

  第７ 生涯にわたり楽しめる生涯スポーツの推進 

  第８ 地域に根づいた伝統文化の保存・伝承 

  第９ すべての市民の人権が尊重される明るい社会づくり 

  第10 男女が共にかがやく男女共同参画社会の形成 

 

めざす方向 

 家庭、地域、幼稚園・保育園がそれぞれに適切な役割を果たしながら、乳幼児期の発達の特性に

応じた幼児教育を実践し、関係機関との連携を図っていくことにより、たくましく心豊かな子ども

たちの成長・発達をめざします。 

現状 市民の声 

○社会環境や就労環境の変化によって、教育・保育ニーズが多様

化する中で、従来の保育に加えて延長保育、病後児保育、一時

預かり保育等を実施しています。また、子育ての悩み、不安、

相談等にこたえる子育て支援センター、子ども家庭支援室等を

設置しています。 
○子どもの数が減り、乳幼児の成長・発達にとって大切な、集団

の中で同年齢児や異年齢児と共に育つ体験を、身近な地域で十

分に得ることが困難な状況となってきています。 
○幼稚園、保育園では、基本的な生活習慣や態度が身に付いていな

い子どもや、運動能力が低下している子どもが増加する傾向にあ

ります。 
○核家族化の進行や地域の連帯感の希薄化などを背景に、家庭や

地域の子育て力が低下するとともに、保護者の子育ての孤立感

などの子育てに対する不安や負担感が増大しています。 

○全国的に小さな子どもを狙った殺傷事件が多発している中、幼

稚園、保育園では、非常通報装置、インターホン等を設置する

とともに、保護者、地域と連携しながら予防・緊急対応に努め

るなど安全管理に配慮しています。 

○現在の非行・不登校・モラ

ルの低下は、３・４歳頃か

ら小学校までの家庭教育に

原因がある。 

○基本的には、幼児の段階か

ら一貫した教育方針による

「しつけ」が必要である。 

○ニーズにあった保育運営体

制、企業内保育の充実支援

が必要である。 

○幼稚園・保育園児と高齢者

との交流活動を広めてほし

い。 

課題 

○教育・保育への多様なニーズに対応しながら、子どもの個性や能力を伸ばすために、教育・保育

環境の整備・内容の充実とともに、職員の資質向上が必要です。 
○地域ぐるみで子どもを育てていけるように家庭や地域社会と連携した幼稚園・保育園の運営が必要で

す。 
○就学前教育を効率的で効果的に行うために、幼稚園と保育園との連携の強化や一体化などについ

て検討する必要があります。 

学校教育課 

児童家庭課 
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目標の設定 

                           平成１６年度  平成２２年度  

○幼稚園・保育園の施設・環境（園舎、園庭、玩具など） 

 に対する保護者の満足度                ６１．７％    ８０％ 

施策の展開 

○教育・保育内容の充実 

 ・「鳥取市次世代育成行動計画」（平成１７～２１年度）に基づいて、少子・高齢化の進展な

どの社会構造の変化に伴い多様化する教育・保育ニーズに対応できる体制づくりと、子育

てに対する不安・悩みに対応できる環境整備をさらに推進します。 

 ・子どもたちが規則正しい生活（時間・約束を守る。）を送り、食事をきちんととり（食事の

大切さ、感謝する気持ち）、思いやりの心を持つことができるような教育・保育内容を充実

します。 
 ・各種研修により幼稚園教諭及び保育園保育士の資質の向上に努めます。 

○地域ぐるみで子どもを育てる環境づくり 

 ・地域のさまざまな人との交流や連携により、地域ぐるみでの教育・保育体制を充実しま

す。 

 ・企業との連携により、仕事と家庭の両立ができる環境づくりを推進します。 

 ・地域に密接な小学校をはじめとする関係機関との連携の強化により、地域の教育力を向上

させます。 

○教育・保育環境の充実  

 ・幼稚園・保育園の老朽施設の年次的改修などを行い、教育・保育環境の整備を進めます。 

 ・安心して教育・保育ができる施設整備、職員の危機管理意識の向上、保護者や地域との連

携の強化などを進めます。 

 ・幼稚園と保育園の機能を統合した総合施設の整備を検討します。 

・私立幼稚園就園奨励費補助金の充実を図ります。 

・保護者の幅広い選択肢を確保するために、私立幼稚園や私立保育園を支援します。 

効果 

○幼児教育の充実により、次代を担う子どもたちのたくましく心豊かな成長・発達を実現する

ことができます。 
○教育・保育ニーズに的確に対応できるとともに、一人ひとりの個性を伸ばすきめ細かい幼児

教育・保育を行うことができます。 
○親子のふれあう機会の増大や地域の人との交流が活発化することにより、地域ぐるみで教

育・保育する環境が整います。 

主な指標・参考資料 

 

○幼稚園、保育園の園児の推移 

 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 

幼稚園（市立） 275人 275人 228人 211人 163人 

   （私立） 1,990人 2,052人 2,106人 2,059人 2,033人 

保育園（市立） 2,679人 2,729人 2,781人 2,778人 2,820人 

   （私立） 1,698人 1,756人 1,822人 1,842人 2,038人 

（幼稚園：毎年５月１日現在 保育園：毎年１０月１日現在） 

○幼稚園、保育園数 

幼稚園 市立３園、国立1園、私立１２園 

保育園 市立３３園、私立１３園 

          （平成１７年５月１日現在） 
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第１章 明日を担う人づくりと 

コミュニティを中心とした地域づくり 
 

 第１節 明日を担う人づくり 

 

  第１ 地域や家庭が一体となった地域・家庭教育力の充実 

  第２ 一人ひとりの個性を伸ばす幼児教育の充実 

  第３ 次代を担う子どもたちを育む義務教育の充実 

  第４ 社会にはばたく人材を育む高等学校・大学教育等の充実 

  第５ 健全な青少年の育成 

  第６ 心豊かな市民を育む生涯学習の推進 

  第７ 生涯にわたり楽しめる生涯スポーツの推進 

  第８ 地域に根づいた伝統文化の保存・伝承 

  第９ すべての市民の人権が尊重される明るい社会づくり 

  第10 男女が共にかがやく男女共同参画社会の形成 

 

めざす方向 

 地域の実態を踏まえた特色ある学校づくりを進め、児童・生徒一人ひとりの個性を尊重し、

自ら学び自ら考える力と、地域に誇りと愛着を持ち、知・徳・体のバランスのとれた児童・生

徒の育成をめざします。 

 また、学校・家庭・地域が一体となって、それぞれに適切な役割を果たしながら教育コミュ

ニティの形成に取り組むことで、地域全体の教育力を高め、児童・生徒一人ひとりの豊かな人

間性を育む教育を推進します。 

現状 市民の声 

○少人数指導による行き届いた教育などのための小学校１・２年、中

学校１年で３０人学級の実施、週５日制の定着によるゆとりある学

習や自然とのふれあい体験などの充実、全小中学校の２学期制の実

施、「モラルやマナー・ルールを大切にする風土（人）づくり事業」

の実施、小中一貫校の検討に積極的に取り組んでいます。 

○個々の学校では、地域の実情や保護者の要望にこたえて、特色あ

る学校づくりに取り組んでいます。 

○一人ひとりの教育ニーズを把握し、適切な教育や指導を通じて必

要な支援を行う特別支援教育※が求められており、障害種別に応

じた障害児学級の開設や、ＬＤ（学習障害）※、ＡＤＨＤ（注意

欠陥多動性障害）※、高機能自閉症※等への教育的支援を行う教育

相談体制の充実に取り組んでいます。 

○全国的に児童･生徒を狙った殺傷事件が相次ぎ発生しており、安

全に対する教育の充実、地域やＰＴＡなどとの連携による見守り

運動の実施、各小学校での非常ボタン設置等の対策を実施してい

ます。 

○規範意識の低下、学校不適応（不登校・問題行動）や児童虐待な 

○鳥取県の学力は上位で

あったが、最近理数系

の低下が顕著になるな

ど、ゆとり教育のゆが

みが生じている。 

○教育は１００年の計と

いいます。鳥取の色と

いうのがあっても良い

のではないでしょう

か。 

                             
※ 特別支援教育 従来の特殊教育の対象の障害だけでなく、ＬＤ、ＡＤＨＤ、高機能自閉症を含めて障害のある

児童生徒の自立や社会参加に向けて、その一人ひとりの教育ニーズを把握して、その持てる力を高め、生活

や学習上の困難を改善又は克服するために、適切な教育や指導を通じて必要な支援を行う教育 
※ ＬＤ 学習障害。知的な発達に全般的な遅れはないが、聞く、話す、読む、書く、思考する、あるいは数学的

な能力の獲得・使用など、ある特定のことができない状態をさす包括的な名称 
※ ＡＤＨＤ 注意欠陥多動性障害。環境に対する応答をうまくコントロールできないため、多動で落ち着きがない、気が

散りやすい、注意不足、情緒不安定で衝動的、欲求不満に耐える力が乏しい、などの症状を示す。 
※ 高機能自閉症 社会性、言語やコミュニケーション、想像力の三つの領域で機能不全がみられる発達障害であ

る自閉症のひとつで、知的障害がほとんどみられないために周囲が障害ととらえにくい特徴がある。 

教育総務課 

学校教育課 

人権・同和教育課 

体育課 
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ど、対応が困難な多くの問題を抱えています。 

○児童・生徒の減少が進む中で、学校規模の格差が拡大していま

す。また、学校施設の老朽化も進んでいます。 

 

課題 

○学力の向上をはじめ一人ひとりの能力・適性に応じた教育を進めるとともに、豊かな人間性

を育む教育の充実、学校・家庭・地域の三者が一体となった教育力の向上を推進していくこ

とが重要です。 

○安全管理体制と施設の整備・充実とともに、保護者、ＰＴＡ及び地域関係者との連携による

防犯対策がより一層求められています。 

○差別を解消するだけでなく、基本的な人権の尊重をめざす人権教育の推進が必要です。 

○生活や学習上の困難を抱える児童・生徒一人ひとりの教育ニーズを把握し､適切な教育や指導

を通じて必要な支援を行う就学支援体制を確立していく必要があります。 

○学校不適応の問題は、すべての児童・生徒にも起こり得ることとしてとらえ、未然防止と解

消に向けて取り組む必要があります。 

○教育効果や学校運営の観点から、学校規模の適正化が課題となっています。また、災害時の

緊急避難場所としても重要な役割を担う学校施設（昭和５６年以前に建築された建物）の耐

震化を図るなどの整備・充実が課題になっています。 

○児童・生徒の減少が進んでおり、学校給食施設を統合・整備する必要があります。また、栄

養のバランスのとれた安全でおいしい学校給食の安定的な提供と家庭との連携による食育環

境を整える必要があります。 

目標の設定 

                    平成１６年度     平成２２年度 

○学校図書館司書の小中学校配置       ５６人      ６６人（全小学校１名） 

○外国語指導助手の中学校配置        １１人      １８人（全中学校１名） 

○学校施設耐震化整備率           ５０％        ７５％ 

施策の展開 

○学力の向上 

 ・全市的な学力向上策を検討するための学力向上推進委員会の機能充実と、中学校単位の基

礎基本定着対策事業を実施します。 

 ・３０人学級を実施する学年を拡大します。 

 ・学校図書館司書の配置により学校図書館を充実します。 

 ・外国の文化とふれあう国際理解教育と外国語指導助手による外国語教育を充実します。 

 ・特色ある学校づくりのため、小中学校一貫教育の検討や小規模校特別転入制度の普及促進

などに努めます。 

 ・教職員の指導力向上のため、今日的教育課題、経験年数、職務などに応じた研修を充実し

ます。 

 ・児童・生徒の情報リテラシー※向上のための情報教育を充実します。 

 ・自己の健康・体力について自覚を深め、自ら進んで体力の向上に取り組む子どもたちを育

成します。 
○たくましく豊かな心を養う教育の推進 
 ・モラルやマナー・ルールなどの規範意識、倫理観を共有するための教育を推進します。 
 ・「心を育てる」教育を徹底するため、道徳教育を充実します。 

 ・体験活動によって奉仕の心を培うとともに、自分の仕事を責任持ってやりとげる態度を養

う教育を推進します。 

 ・家庭における教育の充実のための情報提供や、親の悩みや不安についての相談体制を充実

します。 

 ・豊かな情操とたくましく粘り強い意志を育てる教育を推進します。 

○人権教育の充実 

 ・「鳥取市人権教育基本方針」（平成１８年度策定）に基づいて、さまざまな人権問題の解決 

                             
※ 情報リテラシー 情報化社会でコンピュータなど情報関連技術を習得し、積極的に情報を活用することのでき

る能力 
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をめざす教育を推進するとともに、人権尊重の理念に基づく一人ひとりの人権が大切にさ 

れる教育を充実します 

○特別支援教育の充実 

 ・一人ひとりの教育ニーズに応じた、専門性の高い教員による指導体制の充実や、就労のた

めの施設・設備環境を整備します。 

・本人や保護者の理解を得て就学指導を円滑にするため、就学指導のプロセスにおいて、保

護者が適切に関与できるように配慮します。 

・専門家による支援やＬＤ等専門教員による巡回相談により、学校内における指導の充実を

図るとともに、校内委員会や特別支援教育主任を中心として、全校的な支援体制を構築し

ます。 

○学校不適応児童・生徒への対応 

 ・学校不適応の未然防止と解消のため、校内指導体制の充実、関係機関、地域、家庭との連

携強化、生徒指導専任相談員等の支援体制を充実します。 

○教育環境の整備 

 ・安心・安全な学校づくりのため、大規模改修に合わせて教室の適切な配置などの施設の整

備、保護者や地域と連携した防犯対策のより一層の充実を図ります。 

 ・学校施設の耐震診断調査を実施し、計画的な耐震補強などを推進します。 

 ・児童･生徒の増加・減少が著しい校区について、校区の再編成を推進し、特別の事情を考慮

した校区の弾力化を検討します。 
 ・青谷地域の小学校の統合を推進するとともに、その他の地域においても住民ニーズや必要

性に応じ、学校統合を検討します。 
 ・計画的で環境に配慮した学校教育施設の増改築などを推進するとともに、教育内容の多様

化に対応した特別教室の改善、教材備品の充実を図ります。 
 ・効率的に学校給食を提供するために、学校給食施設の整備を進めるとともに、統合に向け

ての準備を進めます。また、地産地消の推進や特色ある学校給食の充実を図るとともに、

食事マナーの習得や楽しい食事環境づくりなどに努めます。 
・学校施設の統廃合に伴い廃校となった施設の有効活用を検討します。 

効果 

○学力や体力の向上、心の教育・道徳教育の充実により、基礎的な学力が身につき心身共に元

気でたくましい児童・生徒の育成を図ることができます。 

○人権教育、国際理解と平和の教育、環境教育など、さまざまな教育実践を積極的に推進する

ことで、幅広い視野を持った心豊かな次代を担う児童・生徒の育成が図られます。 

○施設の整備充実や体制の強化により、安心・安全な学校運営を行うことができます。 

主な指標・参考資料 

 

○小中学校の児童・生徒数の推移            （ ）は障害のある児童・生徒の数 
 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 

小学校 

（４８校） 

12,417人 

（93人） 

11,981人 

（93人） 

11,596人 

（110人） 

11,414人 

（120人） 

11,163人 

（126人） 

中学校 

（１８校） 

6,944人 

（70人） 

6,730人 

（72人） 

6,552人 

（72人） 

6,242人 

（78人） 

5,946人 

（70人） 

(毎年5月1日現在) 
 

○学校不登校児童・生徒数の推移 
 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 

小学校 46人 59人 61人 57人 53人 

中学校 207人 198人 235人 203人 225人 
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市立小学校施設の状況 平成１７年５月１日現在

小学校名 児童数（人） 学級数
敷地面積
（㎡）

校舎面積
（㎡）

屋内運動場
面積（㎡）

教室数
（室）

プール
教職員数
（人）

久　松 333（4） 14（2） 10,968 3,699 919 24 1 26
醇　風 377（7） 16（2） 14,777 4,423 919 26 1 24
遷　喬 132（3） 8（2） 9,966 3,048 803 16 1 17
修　立 236（5） 11（2） 16,330 3,763 894 19 1 21
日　進 226（4） 11（2） 9,179 4,011 918 20 1 20
富　桑 154 6 12,304 3,177 919 18 1 15
稲葉山 320（3） 14（2） 17,541 4,816 919 25 1 25
城　北 538（6） 20（2） 12,372 4,795 819 28 1 37
美　保 657（2） 23（1） 12,026 4,790 1,000 33 1 38
賀　露 291 12 32,053 4,247 919 23 1 21
明　徳 153 7 17,144 3,099 981 19 1 17
倉　田 142 6 13,998 3,089 797 15 1 20
面　影 406（2） 16（2） 12,072 4,213 919 27 1 29
神　戸 46（1） 7（1） 10,993 1,511 708 12 1 13
美　和 172 7 18,595 3,387 919 18 1 17
大　正 137 6 10,875 2,385 708 16 1 15
東　郷 46 6 12,745 1,770 708 11 1 14
明　治 59 6 9,872 1,768 708 13 1 13
世　紀 481（5） 19（2） 23,164 3,860 1,215 28 1 32
湖　山 315（7） 15（3） 12,634 4,484 632 27 1 25
湖　南 117（2） 8（2） 13,666 2,974 797 16 1 19
末　恒 411（4） 16（2） 18,024 4,204 708 22 1 28
米　里 208（1） 9（1） 11,564 2,649 560 12 1 19
津ノ井 242（1） 10（1） 17,202 3,483 981 20 1 21
浜　坂 461（5） 18（2） 17,000 4,591 632 30 1 31
岩　倉 408（11） 16（3） 21,233 4,936 1,215 27 1 27
美保南 388（3） 16（2） 21,926 3,397 1,092 17 1 25
湖山西 344（2） 15（2） 18,984 3,784 1,092 21 1 27
中ノ郷 320（6） 14（2） 25,450 4,002 919 19 1 24
若葉台 567（5） 22（2） 28,983 5,488 1,049 29 1 32
宮ノ下 263（2） 12（1） 15,675 3,426 981 20 1 26
国府東 110（1） 7（1） 25,446 3,285 976 14 1 15
福　部 195（1） 9（1） 25,652 3,947 1,156 18 1 25
河原第一 282（6） 14（3） 13,308 3,392 1,090 21 26
西　郷 60（3） 8（2） 10,183 1,996 565 15 1 15
散　岐 88（1） 7（1） 9,892 2,890 816 15 1 14
用　瀬 191（1） 8（1） 22,866 2,989 690 17 1 20
佐　治 107（1） 7（1） 15,144 3,009 757 17 1 17
宝　木 146（2） 7（1） 13,133 2,629 830 15 1 15
瑞　穂 62（1） 7（1） 11,976 1,905 822 10 1 14
浜　村 255（5） 14（2） 14,557 3,171 943 18 1 24
逢　坂 58 6 17,214 1,785 819 13 1 13
鹿　野 270（5） 14（2） 30,707 4,524 941 21 1 24
青　谷 152（4） 9（3） 16,197 3,438 703 18 1 19
日　置 44 6 8,381 1,743 605 11 13
日置谷 70（2） 7（1） 9,618 1,778 708 13 1 14
中　郷 92（1） 7（1） 14,824 1,456 825 13 1 15
勝　部 31（1） 7（1） 14,786 1,776 737 11 1 11
合　計 11,163（126） 530（65） 773,199 158,982 41,333 911 46 1,012

市立中学校施設の状況

中学校名 児童数（人） 学級数
敷地面積
（㎡）

校舎面積
（㎡）

屋内運動場
面積（㎡）

教室数
（室）

プール
教職員数
（人）

東 511（26） 20（5） 26,685 6,911 1,319 39 1 46
西 375（3） 13（1） 20,551 5,657 1,138 34 1 37
南 669（3） 20（1） 19,407 6,513 1,476 37 1 50
北 530（1） 17（1） 22,585 5,681 1,486 36 1 38
江　山 123 6 15,925 2,458 854 13 1 20
高　草 389（1） 13（1） 23,096 5,012 981 27 1 31
湖　東 664（11） 21（3） 29,168 7,545 1,384 43 1 50
湖　南 56（2） 5（2） 11,687 2,668 709 16 1 19
桜ヶ丘 652（6） 20（2） 23,023 5,062 1,027 34 1 44
中ノ郷 383（1） 13（1） 31,048 5,002 1,027 27 1 32
国　府 245（2） 10（2） 21,854 4,168 1,104 25 33
福　部 125（4） 7（2） 9,569 1,914 1,063 16 1 18
河　原 265 8 20,894 3,812 971 25 26
用　瀬 120 5 21,992 2,998 1,428 16 17
佐　治 82（1） 4（1） 16,399 2,126 1,153 16 1 15
気　高 338（5） 13（2） 40,570 3,976 1,220 25 31
鹿　野 158（1） 7（1） 22,221 3,081 743 19 1 21
青　谷 261（3） 11（2） 23,360 3,623 1,032 25 1 28
合　計 5,946（70） 213（27） 400,034 78,207 20,115 473 14 556

資料：教育要覧（鳥取市教育委員会） （　　）は障害児学級児童数・障害児学級数で内数
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第１章 明日を担う人づくりと 

コミュニティを中心とした地域づくり 
 

 第１節 明日を担う人づくり 

 

  第１ 地域や家庭が一体となった地域・家庭教育力の充実 

  第２ 一人ひとりの個性を伸ばす幼児教育の充実 

  第３ 次代を担う子どもたちを育む義務教育の充実 

  第４ 社会にはばたく人材を育む高等学校・大学教育等の充実 

  第５ 健全な青少年の育成 

  第６ 心豊かな市民を育む生涯学習の推進 

  第７ 生涯にわたり楽しめる生涯スポーツの推進 

  第８ 地域に根づいた伝統文化の保存・伝承 

  第９ すべての市民の人権が尊重される明るい社会づくり 

  第10 男女が共にかがやく男女共同参画社会の形成 

 

めざす方向 

 経済・社会活動が成熟化、高度化する中、高度情報化、国際化などに対応できる人材を育成

できる環境づくりを進めます。 

 また、市民の多様なニーズにこたえながら、高度な専門知識や技術を習得し、社会に貢献で

きる人材の育成をめざします。 

 さらに、大学等の知的財産を活用することにより、新たな価値を創造し、他都市に類を見な

い特色あるまちづくりを進めます。 

現状 市民の声 

○本市では、鳥取大学や鳥取環境大学との連携による調査

研究を実施するとともに、インターンシップ制度※、鳥

取環境大学生への奨学金制度による支援等を行っていま

す。 
○公立高等学校では、生徒の能力や個性が発揮できる教育

が行われ、文化・スポーツ活動も盛んに行われていま

す。また、私立高等学校では、それぞれが独自の建学精

神に基づいた特色ある教育が行われています。 
○社会環境や産業構造の変化、地域の連帯感の希薄化など

を背景に、高校生のモラルやマナーの低下が懸念されて

います。 

○各私立専修学校では、市民の多様な教育ニーズにこたえ

る教育が行われています。 

○都会へ出て行くことなく、鳥取

で働きたくなる場所、勉強がで

きる学校、指導者がおられれ

ば、幾分か若者の鳥取離れを解

消できるのではないか。 

○礼儀・マナーなど家庭で教育さ

れるべきことがなされていない

と思います。高校生の制服の着

方や、自転車で何人も広がって

通行する様子などを見ていると

将来不安になります。 

課題 

○特色あるまちづくりを今後より一層進めるために、大学が持っている知的財産を活かした産

学官連携の推進が必要です。 

○平成１３年４月に鳥取県と本市により公設民営で開学した鳥取環境大学と、平成１６年４月

に国立大学法人となった鳥取大学は、地域の教育拠点としての役割を果たしていますが、よ

り一層地域に貢献する大学づくりが求められています。 
○社会の変化に対応した高等学校教育内容の充実や見直し、施設の整備、生活指導・進路指導

を充実していく必要があります。 

                             
※ インターンシップ制度 Ｐ．２３参照 

企画調整課 

都市交流室 

教育総務課 

学校教育課 
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目標の設定 

                    平成１６年度       平成２２年度 

○大学への総合政策調査委託事業       ４事業         １０事業 

施策の展開 

○大学との連携によるまちづくり 

 ・各大学との連携により調査研究を行う総合政策調査委託事業を実施し、まちづくりに活用

します。 

 ・大学生や教授等の知識や活力を活かした協働によるまちづくりを進めます。 

 ・市民大学や各種審議会等に、学識者として大学教授等の参画を促進します。 

 ・地元企業のニーズの把握に努め、大学や研究機関等との連携による共同研究の支援に取り

組みます。（再掲Ｐ．１５９） 

 ・国際交流プラザを拠点に外国人留学生と市民が直接ふれあう機会の提供や、外国人留学生

を対象にした日本語学習、日常生活における情報・物資提供等の支援を関係機関と連携し

ながら充実します。 

○大学教育等の充実 

 ・優秀な人材を確保するために鳥取環境大学生への奨学金制度を継続実施します。 

 ・多くの市民の教育の場となるよう放送大学鳥取学習センターの活用を促進します。 

 ・鳥取大学、鳥取環境大学でのインターンシップ制度の活用をはじめ、勤労・職業意識を高

めるキャリア教育を促進します。 

 ・市民の教育ニーズに対応できるよう私立専修学校の振興を促進します。 

○高等学校教育の充実 

 ・教育内容・方法の充実、多様な進路や資格取得のニーズへの対応、良好な教育環境の形成

など、鳥取県に対して高等学校教育に関するさまざまな要請活動を行い、鳥取県との連携

を強化して、共に次代を担う人づくりに取り組みます。 

・鳥取労働局、鳥取県など関係機関と連携して、中・高校生をはじめとする若年者の職業意

識の醸成に努めます。(再掲Ｐ．１５７) 

・「モラルやマナー・ルールを大切にする風土（人）づくり事業」に、市民総参加で取り組み

規範意識の向上に努めます。（再掲Ｐ．５３） 

・個性豊かで特色ある教育を進める私立高等学校の振興を促進します。 

効果 

○高度な知識を習得し、社会に貢献する人材が育成できるとともに、本市が大きく飛躍する原

動力となることが期待できます。 

○大学等の知的財産を活用することで、市民がいきいきと生活できる特色のあるまちづくりを

進めることができます。 

 

主な指標・参考資料 

 

○総合政策調査委託事業の実施状況 

平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 

４事業 ５事業 ５事業 ４事業 

 

○市内の高等学校等の状況（平成１７年４月１日現在） 

大学 公立高等学校 私立高等学校 私立専修学校 

２校 ７校 ２校 ９校  
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第１章 明日を担う人づくりと 

コミュニティを中心とした地域づくり 
 

 第１節 明日を担う人づくり 

 

  第１ 地域や家庭が一体となった地域・家庭教育力の充実 

  第２ 一人ひとりの個性を伸ばす幼児教育の充実 

  第３ 次代を担う子どもたちを育む義務教育の充実 

  第４ 社会にはばたく人材を育む高等学校・大学教育等の充実 

  第５ 健全な青少年の育成 

  第６ 心豊かな市民を育む生涯学習の推進 

  第７ 生涯にわたり楽しめる生涯スポーツの推進 

  第８ 地域に根づいた伝統文化の保存・伝承 

  第９ すべての市民の人権が尊重される明るい社会づくり 

  第10 男女が共にかがやく男女共同参画社会の形成 

 

めざす方向 

 家庭・地域・行政が連携し、地域ぐるみで青少年を育成する体制づくりや各種育成事業に取

り組み、郷土に愛着や親しみを感じ、夢や希望を持った次代を担う青少年の育成をめざしま

す。 

 

現状 市民の声 

○青少年育成市民会議などの活動団体の活性

化や青少年リーダーを養成するために、研

修会の開催や育成補助・支援を行っていま

す。 

○青年が主体となって企画する鳥取市青年大

会や成人式を毎年開催しています。 

○情報機器等の急速な発展など社会・経済情

勢の変化に伴い、有害情報の氾濫や非行の

低年齢化、地域とのかかわりや人・自然と

のふれあいの希薄化が進んでいます。 

○中学校区ごとに設置されている「青少年健

全育成協議会」などの活動状況の点検と活

性化を図る必要がある。 

○明日を担う青少年を健全に育成すること

が、地域の活性化のポイントである。 

○青少年の育成は、人づくりの中で一番大切

なことと思う。 

課題 

○青少年の豊かな情操を培い、社会性、自主性、自立性を育むために、家庭、地域、行政とが

一体となった環境づくりなど、より一層の取組みが必要です。 

○青少年がイベントや催しに参加しやすい工夫やきっかけづくりと、青少年の各種活動を中心

となって引っ張っていくリーダーの育成が必要です。 

 

 

 

 

生涯学習課 

産業振興課 
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目標の設定 

                     平成１６年度       平成２２年度 

○ジュニアリーダー養成講座※受講者(年間)    １５人          ２０人 

○ヤングリーダー養成講座※受講者(年間)     ３５人          ４０人 

施策の展開 

○青少年健全育成推進体制の充実と活動の促進 

 ・学校･公民館・企業や地域･家庭・各種社会教育団体等が連携し、青少年育成地区協議会の活

動支援の充実、青少年健全育成のための中学校区単位での懇談会の開催など、地域ぐるみで

の青少年健全育成活動を強化します。 

 ・「あいさつ運動」「社会環境浄化活動」「少年を守る店の指定」など、市民と行政が一体となり

青少年を健全育成する環境整備に努めます。 

 ・青少年の非行の未然防止のため、啓発、指導、見守り活動等を促進します。 

 ・子ども会指導者研修、子育て学習会等により、青少年健全育成基盤の充実を推進します。 

○青少年育成事業の推進 

 ・子ども会や青年団などの自主活動を支援し、活発化を図ります。 

 ・青少年活動の中心的役割を担うヤングリーダーを育成します。 

 ・青少年活動に参画するきっかけづくりのためにジュニアリーダーを育成します。 

 ・世代間の交流を活発化するために、地域活動やボランティア活動への青少年の参加を促進し

ます。 

 ・幅広い視野を養うために、青少年育成市民会議、公民館等を中心に、青少年交流会、各種講

座、農村体験などの地域とのふれあい事業を開催します。 

 ・各種関係団体の情報や自主活動情報を提供することにより、青少年育成活動の輪を広げま

す。 

 ・インターネット※などを通じて入る有害情報から青少年を守るために、ＰＴＡや学校との連

携により情報対応能力を育成します。 

・「とっとり若者仕事ぷらざ※」と連携し、各種の職業情報の提供、就職相談、職業訓練、新規

求人開拓など若者の就職を促進します。(再掲Ｐ．１５７) 

 ・鳥取労働局、鳥取県、鳥取県教育委員会など関係機関と連携して、中・高校生をはじめとす

る若年者の職業意識の醸成に努めます。(再掲Ｐ．１５７) 

○活動の場の提供 

 ・公民館や地域での活動に参加する機会の提供に努めます。 

 ・社会教育施設や体育施設等の開放を推進し、青少年が活動しやすい場を提供します。 

効果 

○青少年が自主的に地域とのふれあい活動や各種講座に参加することにより、青少年の健全育成

が図られます。 

○社会教育団体や個人の連携が強化されることにより、青少年の健全育成のための環境整備が整

い、非行防止が図られます。 

○次代を担う青少年が積極的に社会参加することにより、地域活動が活発化し、地域が活性化し

ます。 

主な指標・参考資料 

○リーダー養成講座受講者数の推移 

 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 

ジュニアリーダー養成講座 45人 70人 16人 14人 15人 

ヤングリーダー養成講座  24人 30人 32人 35人  

                             
※ ジュニアリーダー養成講座 小学５年から中学２年生までを対象に、ふれあい活動と仲間づくりを進めながら
野外活動・創作活動等の体験活動を通して、企画力・指導力の養成、奉仕の精神などを培う講座 

※ ヤングリーダー養成講座 ジュニアリーダー養成講座を終了した小学６年生以上を対象に、ジュニアの指導や
地域活動に参加するなどして、自己を磨きながら地域のリーダーとして育成する講座 

※ インターネット Ｐ．５参照 
※ とっとり若者仕事ぷらざ 若年者を対象とした雇用関連の情報提供、就職相談、研修、職場体験、職業紹介な
どのサービスをワンストップで提供する施設 
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第１章 明日を担う人づくりと 

コミュニティを中心とした地域づくり 
 

 第１節 明日を担う人づくり 

 

  第１ 地域や家庭が一体となった地域・家庭教育力の充実 

  第２ 一人ひとりの個性を伸ばす幼児教育の充実 

  第３ 次代を担う子どもたちを育む義務教育の充実 

  第４ 社会にはばたく人材を育む高等学校・大学教育等の充実 

  第５ 健全な青少年の育成 

  第６ 心豊かな市民を育む生涯学習の推進 

  第７ 生涯にわたり楽しめる生涯スポーツの推進 

  第８ 地域に根づいた伝統文化の保存・伝承 

  第９ すべての市民の人権が尊重される明るい社会づくり 

  第10 男女が共にかがやく男女共同参画社会の形成 

 

めざす方向 

 生涯学習センターや図書館などを活用した学習機会・情報提供の拡充を図るとともに、学習

成果が発揮できる機会を設けるなど、生涯学習意識・意欲の高揚・醸成に取り組み、すべての

市民が「いつでも どこでも だれでも 何でも」学習できる生涯学習社会の実現をめざしま

す。 
 

現状 市民の声 

○社会環境の変化などにより、地域内でのふれあ

いが減り、人と人との関係が疎遠になりつつあ

ります。 

○本市では、「生涯学習推進構想・推進計画」（平

成１４～２３年度）に基づき、公民館における

各種事業や市民大学、尚徳大学などを開催する

とともに、生涯学習の成果発表機会の実施な

ど、活動の活発化を図っています。 
○平成１７年５月に市役所駅南庁舎２階に、広域

的利用をめざした市立中央図書館を整備すると

ともに、移動図書館車２台の増車、鳥取大学や

鳥取環境大学との図書の相互利用など、図書館

サービスの充実を図っています。 

○地域の生涯学習の拠点は、何と言っても

異年齢が集いやすい地区公民館であり、

子どもからお年寄りまで、生涯を通じて

自発的に学べる生涯学習機会の充実が必

要である。 
 

課題 

○学校をはじめとする週５日制の定着化や高齢社会の進展により、余暇時間は増大し、生きが

いづくりや心の豊かさを求める気運が強まっており、生涯を通じていきいきと充実した生活

を送るためにも、市民の多種多様な学習ニーズに対応できる拠点施設の整備・充実や学習機

会の充実、図書館サービスの地域間格差の解消が必要となっています。 

 

生涯学習課 

市立図書館 

企画調整課 
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目標の設定 

                      平成１６年度       平成２２年度 
○生涯学習施設の充実に対する市民の満足度     ３１．１％         ５０％ 

○市立図書館登録者数             ３２，１８３人     ８０，０００人 

○市立図書館年間貸出冊数          ６１２，５７５冊  １，０００，０００冊 

施策の展開 

○生涯学習機会等の充実 

 ・社会教育団体等の主催する生涯学習事業の学習機会と選択肢の拡大、学習成果が活かせる発

表等の機会や場の提供、ボランティア活動などへの参画促進のための情報提供を行います。 

 ・さじアストロパークなど地域の特色ある施設を十分に活用し、異世代間の交流をはじめ多様

な学習機会の提供を図ります。 

 ・幼稚園、保育園、公民館、家庭と地域が連携を強化し、たくましく心豊かな子どもを育む事

業の充実を図るとともに、子育て学習機会の充実と情報提供に努めます。 

・地域と連携し、少年の地域活動への積極的な参加を促進し、地域を知り、連帯感を培い、地

域に誇りを持つ少年の健全育成を図ります。また、次代を担う青年への成長を図るため、ヤ

ングリーダー養成研修等の充実を図ります。 

 ・社会教育施設等を活用し、職業能力開発の支援や、自らの教養・知識を深め自己形成を図る

各種学習機会の提供と地域活動の活性化施策を充実します。 

 ・高齢者の多様な学習ニーズにこたえ、公民館事業の充実や大学等の知的財産を活用して市民

大学公開講座を充実します。 

○高齢者の力を活用したまちづくり 

 ・熟年（団塊の世代※）・高齢者の持つ経験豊富な知識・技能・技術を活用できるよう、シルバ

ー人材センターと連携し、人材バンクを設けるとともに、地域活動の担い手として生きがい

を持ちながら能力を発揮できる機会づくりに努めます。 

○生涯学習施設の整備・充実 

・地区公民館等で行うコミュニティ活動・公民館事業を、円滑かつ効率的に運営する体制を充

実・強化します。（再掲Ｐ．７９） 

・老朽化した地区公民館等の施設の改修・増改築を行います。（再掲Ｐ．７９） 

 ・市民の生涯学習ニーズに対応した生涯学習センターの機能を充実させるとともに、総合的な

文化・芸術施設の整備構想を検討します。 

○図書館の整備・充実 

 ・市民が図書館資料をより利用しやすくなるよう、中央図書館と地域図書館とのコンピュータ

システムを統合します。 

 ・「鳥取市図書館整備計画」（平成１８～２７年度）に沿って、計画的な地域図書館（分館）・分

室を整備します。 

 ・移動図書館車や配本サービスの利活用による総合支所間の連携強化と、効率のよい図書館サ

ービスを充実します。 

効果 

○市民一人ひとりがその人に合った生涯学習の機会が選択でき、積極的に生涯学習に取り組める

環境が充実します。 

○生涯学習活動を通して、高齢者が長年培ってきた生活の知恵などを次世代へ伝えることができ

ます。 

○地域コミュニティと生涯学習社会の形成が促進され、市民が豊かな心を持っていきいきとした

生活を送ることができます。 

主な指標・参考資料 

○図書館の状況（平成１５年度までは合併前の鳥取市のみのデータです。） 

 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 

市立図書館登録者数 21,622人 23,802人 26,409人 32,183人 

市立図書館年間貸出冊数 410,367冊 440,760冊 488,338冊 612,575冊  

                             
※ 団塊の世代 Ｐ．２参照 
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第１章 明日を担う人づくりと 

コミュニティを中心とした地域づくり 
 

 第１節 明日を担う人づくり 

 

  第１ 地域や家庭が一体となった地域・家庭教育力の充実 

  第２ 一人ひとりの個性を伸ばす幼児教育の充実 

  第３ 次代を担う子どもたちを育む義務教育の充実 

  第４ 社会にはばたく人材を育む高等学校・大学教育等の充実 

  第５ 健全な青少年の育成 

  第６ 心豊かな市民を育む生涯学習の推進 

  第７ 生涯にわたり楽しめる生涯スポーツの推進 

  第８ 地域に根づいた伝統文化の保存・伝承 

  第９ すべての市民の人権が尊重される明るい社会づくり 

  第10 男女が共にかがやく男女共同参画社会の形成 

 

めざす方向 

 市民の多様なニーズにこたえることのできるスポーツ・レクリエーション環境づくりを進め

るとともに、競技スポーツの普及と競技力の向上を図ることにより、市民一人ひとりが生涯に

わたってスポーツやレクリエーションに親しみ、健康の増進や体力を向上させる生涯スポーツ

社会の実現をめざします。 
 

 

現状 市民の声 

○余暇時間の増大や高齢化の進行により、健

康づくりや体力づくりへの関心が高まって

おり、市民体育祭をはじめ湖山池一周ハー

フマラソン等のスポーツ行事など、市民の

スポーツ・レクリエーション活動は、活発

化・多様化しています。 
 

○鳥取市のグラウンド・体育館など、もう少

し使用しやすく清潔な環境で活動できれば

と思います。 

○既存スポーツ施設を、いろいろなスポーツ

にも幅広く活用できるようにしてほしい。 

課題 

○市民の多様なニーズに対応して、スポーツ施設等の整備、指導者の養成・確保、情報と機会

の提供、学校体育施設の開放など市民が活動しやすい環境を整える必要があります。 

○市民が健康でいきいきと充実した生活を送るために、各種スポーツ・レクリエーション等に

自ら参加する市民や機会を増やしていく必要があります。 
○市町村合併により市民が利用できるスポーツ施設は広範囲に広がり、この施設を多くの市民

が効率的に活用できる仕組み（体制）づくりが必要です。 
 

体育課 

生涯学習課 

都市交流室 
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目標の設定 

                         平成１６年度     平成２２年度 

○鳥取市スポーツレクリエーション祭参加者数    １,０４９人      １,８００人 

○スポーツ広場などの健康づくり施設の市民満足度   ３２．９％        ６０％ 

施策の展開 

○市民総スポーツ運動の推進 

 ・市民体育祭やスポーツレクリエーション祭のほか、市民が気軽に参加できるスポーツ教室

などのスポーツ・レクリエーション行事を充実します。 

 ・市民グループ、ＮＰＯ※、総合型地域スポーツクラブ※などのスポーツ・レクリエーション

活動を支援し、多くの市民の参加を促進します。 

 ・姉妹都市（韓国：清州市、ドイツ：ハーナウ市、釧路市、姫路市、岩国市、郡山市）や交
流都市（交流する地域や分野を特定）とスポーツ等での交流を推進します。（再掲Ｐ．１３

３） 

 ・地域スポーツ・レクリエーション活動の指導体制を充実させるとともに、リーダーを養成

します。 

 ・競技団体の育成強化や指導者の育成などにより競技力の向上を図ります。 

 ・平成１８年度に鳥取県で開催される「第１９回全国スポーツ・レクリエーション祭」に向

けて気運を盛り上げるとともに、多くの市民の参加を促進します。 

 ・全国大会等の各種スポーツ大会の招致による競技力の向上と意識の高揚を図ります。 

 ・スポーツ・レクリエーションに関する情報発信に努め、市民への普及啓発を図ります。 

○スポーツ･レクリエーション施設の整備・充実 

 ・市民ニーズに対応できるスポーツ・レクリエーション施設を計画的に整備・充実します。 

 ・市民に身近な学校体育施設の開放を促進します。 

 ・スポーツ施設を効率的に活用できる予約システムを構築します。 

効果 

○スポーツ・レクリエーション活動を普及・推進することにより、市民の健康や体力が向上

し、明るく心豊かな生活を送ることができるようになるとともに、地域住民の連帯感やふれ

あいのある地域づくりができます。 

主な指標・参考資料 

○鳥取市体育協会 構成団体３４団体 

 １ 競技団体（２９団体） 

   陸上、軟式野球、ソフトテニス、バスケットボール、卓球、弓道、バレーボール、体

操、柔道、剣道、相撲、水泳、バドミントン、テニス、サッカー、ソフトボール、ゲー

トボール、漕艇、クレー射撃、スケート、アーチェリー、少林寺拳法、グラウンドゴル

フ、ヨット、ボーリング、なぎなた、ペタンク、バウンスボール、ドッジボール 
 ２ 体育団体（５団体） 

   体育指導委員協議会（１７９人）、地域体育会連合会（５９地区体育会）、小学校体育連

盟（小学校４９校）、中学校体育連盟（中学校１９校）、スポーツ少年団（２２団体、７

２０名） 

○鳥取市みんなで歩こう会（会員９８名） 

○レクリエーション指導員 ３７０人（鳥取市在住：平成１７年８月現在） 

○鳥取市スポーツレクリエーション祭参加者数の推移 

平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 

1,332人 1,089人 1,224人 1,268人 1,049人  

                             
※ ＮＰＯ Ｐ．１１参照 
※ 総合型地域スポーツクラブ 地域住民が、学校や職場を離れ、スポーツ施設を拠点として複数の種目を行う総

合型のスポーツクラブのこと。 
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第１章 明日を担う人づくりと 

コミュニティを中心とした地域づくり 
 

 第１節 明日を担う人づくり 

 

  第１ 地域や家庭が一体となった地域・家庭教育力の充実 

  第２ 一人ひとりの個性を伸ばす幼児教育の充実 

  第３ 次代を担う子どもたちを育む義務教育の充実 

  第４ 社会にはばたく人材を育む高等学校・大学教育等の充実 

  第５ 健全な青少年の育成 

  第６ 心豊かな市民を育む生涯学習の推進 

  第７ 生涯にわたり楽しめる生涯スポーツの推進 

  第８ 地域に根づいた伝統文化の保存・伝承 

  第９ すべての市民の人権が尊重される明るい社会づくり 

  第10 男女が共にかがやく男女共同参画社会の形成 

 

めざす方向 

 それぞれの地域が有する歴史や地域に根ざした伝統や文化が多く残されており、すべての市

民がこれらの地域文化に対し理解を深め、愛着や誇りを持ちながら、鳥取らしい伝統文化を次

代に保存・継承できる環境づくりや後継者の育成をめざします。 

 

 

 

現状 市民の声 

○因幡の傘踊りや麒麟獅子舞、因州和紙など

それぞれの地域では、固有の歴史・伝統や

文化を継承していますが、少子・高齢化の

進展、社会構造の大きな変化の中で、これ

らの伝統文化の継承が困難となってきてい

ます。 
○「ものの豊かさ」から「こころの豊かさ」

へと住民ニーズは変化しており、地域の伝

統文化やまちの歴史に対する学習意識は高

まってきています。 
 

○日本の伝統文化がないがしろにされ、壊れ

つつある。家庭、地域、学校で、伝統文化

に興味や関心がなく、重きをおかれていな

い。 

○合併しても、各地域の伝統文化の一つであ

るお祭りなどは、できるだけ残してほし

い。 

 

 

 

課題 

○余暇時間の増大、個人の価値観の多様化などにより社会全体が大きく変化する中で、地域の

伝統文化やまちの歴史を学び、市民一人ひとりが愛着や誇りを持って継承していくことが重

要です。 
○それぞれの地域が持つ固有の伝統文化や歴史を学習・保存・継承・発展させる必要があると

ともに、地域の伝統文化活動の指導者の養成や担い手の育成が求められています。 
 

文化芸術推進課 

文化財課 

産業振興課 

学校教育課 

生涯学習課 
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目標の設定 

                    平成１６年度     平成２２年度 

○文化遺産、伝統芸能の保存、継承に 

対する市民満足度             ２１％        ６０％ 

施策の展開 

○地域伝統芸能文化の保存・継承活動の推進 

・因幡の菖蒲綱引き、因幡の傘踊り、麒麟獅子舞などの地域民俗芸能等を保護、育成しま

す。 

 ・地域民俗芸能等の指導者の養成をするとともに、担い手の育成を図ります。 

 ・地域固有の伝統的かつ文化的な祭りや催事の保存・継承を支援します。 

 ・各地域の伝統芸能などを発表する場を積極的に提供します。 

 ・各地域の公民館等で行われている文化芸術活動をより活発化させ、市民が気軽に文化芸術

活動に参加できるよう支援します。 

 ・公共施設の活用などによる保存・継承活動の場を充実します。 

 ・地元や地元ゆかりの作家が製作した作品の収集、保存、活用などを促進します。 

○青少年の伝統文化活動の推進 

 ・各地域が持つ固有の伝統文化の保存・継承のため、後継者育成事業を推進します。 

 ・小学校で出前講座を実施するなど普及啓発活動を推進します。 

 ・伝統文化の保存・継承のための青少年の文化鑑賞機会を提供します。 

 ・学校教育における伝統文化の体験・指導を推進します。 

○先人たちの業績の顕彰 

 ・郷土の先人の誇るべき優れた活動の紹介に努めます。 

 ・伝統文化の振興に功績のあった個人や団体を顕彰します。 

○匠の技の伝承 

 ・伝統技術を後世に引き継ぐ後継者の育成を支援します。（再掲Ｐ．１５３） 

 ・伝統産業に対する市民の理解を深め、ＰＲを推進します。（再掲Ｐ．１５３） 

効果 

○地域の中で受け継がれてきた歴史文化や伝統芸能などが、保存され育まれることで、伝統文

化を次の世代に継承することができます。 

○伝統文化をまちづくりや地域おこしなどに活かしていく創造的な活動が活発に行われること

により、地域への愛着や誇りを持って、心豊かにうるおいのある生活を送ることができま

す。 

主な指標・参考資料 

 

○文化団体数（平成１６年度） 

  ２２５団体 

○指定文化財の推移 

区分 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 

国 ３１ ３１ ３１ ３１ ３１ 

県 ８８ ８８ ８９ ８９ ９１ 

市 １１５ １１６ １１５ １２６ １３５ 

合 計 ２３４ ２３５ ２３５ ２４６ ２５７ 

○伝統工芸士（鳥取市在住） 

 因州和紙 陶磁器 郷土玩具 竹製品 木製品 合 計 

国認定 １３人 ― ― ― ― １３人 

県認定 ― ３人 ２人 ２人 ３人 １０人 

                   資料：鳥取の手仕事（平成１７年３月鳥取県発行） 
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第１章 明日を担う人づくりと 

コミュニティを中心とした地域づくり 
 

 第１節 明日を担う人づくり 

 

  第１ 地域や家庭が一体となった地域・家庭教育力の充実 

  第２ 一人ひとりの個性を伸ばす幼児教育の充実 

  第３ 次代を担う子どもたちを育む義務教育の充実 

  第４ 社会にはばたく人材を育む高等学校・大学教育等の充実 

  第５ 健全な青少年の育成 

  第６ 心豊かな市民を育む生涯学習の推進 

  第７ 生涯にわたり楽しめる生涯スポーツの推進 

  第８ 地域に根づいた伝統文化の保存・伝承 

  第９ すべての市民の人権が尊重される明るい社会づくり 

  第10 男女が共にかがやく男女共同参画社会の形成 

 

めざす方向 

 「鳥取市人権施策基本方針」（平成１８～２２年度）に基づきユニバーサルデザイン※の観点

に立って人権施策を推進し、市民と行政との協働により、一人ひとりの人権を尊重した、思い

やりがあり、心豊かな差別のない明るい人権尊重都市をめざします。 

現状 市民の声 

○本市においては、昭和６２年（1987年）に、人

類普遍の原理である自由・平等・幸福を求める

基本的人権の尊重を市民全体の目標とした「人

権尊重都市宣言」を行いました。 

○平成６年（1994年）には、部落差別をはじめあ

らゆる差別問題を解決するために「鳥取市にお

ける部落差別をはじめあらゆる差別をなくする

条例」を制定して、市民と行政とが協働しなが

ら、人権が尊重される明るい社会づくりを推進

しています。 

○「心は形になって見えない」－一人ひと

りの意識改革、若者の無関心、地域での

温度差・価値観や考え方の違いに対応す

べき。 

○地域による学習体制など年齢層を問わな

い学習活動が必要。（子どもの受けた同和

教育を親が壊すことがある。） 

○差別事象の発生が絶えないので、同和問

題学習にもっと積極的に取り組み、差別

を解消してほしい。 

課題 

○平成１７年６月実施の市民意識調査の結果、「あなたの人権は保障されていると思いますか」

の設問に、「保障されている」と感じている人は２９．７％と、前回（平成７年６月）の意識

調査の３９．９％に比べて１０．２ポイント減少し、「保障されていない」と感じている人は

４２．１％と前回の３７．７％に比べて４．４ポイント増加しています。また、平成１７年

１月実施の市民アンケートによると人権が尊重されている社会と思う市民の割合は１８．

７％と、不満割合より低い結果となっています。 

○これらの状況を考慮し、引き続き同和問題をはじめ、女性・障害者・子ども・高齢者・外国

人の人権問題、ハンセン病元患者などの病気に関する人権問題、個人のプライバシー保護、

インターネット※による人権侵害などのさまざまな課題に向けて、これまで進められてきた人

権・同和教育の成果を踏まえながら、人権教育・人権啓発を総合的かつ計画的に取り組んで

いく必要があります。 

 

                             
※ ユニバーサルデザイン Ｐ．２４参照 
※ インターネット Ｐ．５参照 

人権推進課 

同和対策課 

人権・同和教育課 
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目標の設定 

                      平成１６年度     平成２２年度 

○人権が尊重されている社会と思う市民の割合   １８．７％     ４０％ 

○小地域懇談会開催箇所数            ２３７箇所     ５３０箇所 

○指導者養成（鳥取市解放大学受講生）      ３５３人（累計）  ５２２人（累計） 

○鳥取市同和教育協議会会員数          ６６５団体     ８５０団体 

施策の展開 

○人権施策の推進 

 ・学校、地域、家庭、職域その他のさまざまな場を通じた人権教育・人権啓発を推進しま

す。 

  ①人権に関する講演会や研修会等を開催し、人権を考える機会と人権に関する知識を提供

するとともに、研修等への講師・助言者の派遣などの支援を行い、広く市民に人権尊重

意識の普及・高揚を図ります。 

  ②地区同和教育推進協議会が開催する小地域懇談会等を通じて、人権に関する教育や啓発

活動を行い、地域や家庭から人権尊重意識の普及・高揚を図ります。 
  ③企業啓発を行い、企業による自主的な人権に関する研修等の実施促進と研修等への講

師・助言者の派遣などの支援を行い、職場を通じて人権尊重意識の普及・高揚を図りま

す。 

 ・あらゆる人権問題に対する相談を受け付ける総合的な相談窓口機能の整備・充実を図り、

関係機関等と連携しながら指導・助言などを行います。 

 ・鳥取市解放大学で人権問題に取り組む指導者を増やし、人と人とのふれあいを通じて、人

権尊重意識の普及・高揚を図ります。 

 ・(財)鳥取市人権情報センターを整備・充実し、人権の拠点施設として、各種人権情報の収

集と提供、調査研究、人権相談等、人権啓発事業の実施など、市民参画型の手法を取り入

れながら人権尊重意識の普及・高揚を図ります。 

○同和対策の推進 

 ・「鳥取市同和対策総合計画」を平成１８年度に策定するとともに、それに基づいた施策を推

進します。 

  ①「鳥取市同和対策総合計画」に基づいた人権啓発及び環境改善整備事業を推進します。 

  ②隣保館において、周辺地域との連携を図りながら幅広くさまざまな人権問題に取り組む

とともに、開かれたコミュニティセンターとして次の事業等の推進を図ります。 
   （ⅰ）訪問介護員２級・３級養成事業、識字学級、手話教室等の地域福祉事業 

   （ⅱ）人権・同和問題講座、解放文化祭等の地域交流促進事業 

   （ⅲ）弁護士による法律相談等専門的業務開設等による継続的相談援助事業 

○市民活動の支援 

 ・鳥取市同和教育協議会、鳥取市同和問題企業連絡会等の人権問題に取り組む活動団体を育

成・支援するとともに、市民等と協働しながら市民が自ら行う人権啓発活動等を促進し、

差別のない明るい社会の実現に向けて、人権尊重意識の普及・高揚を図ります。 

効果 

○一人ひとりの人権に対する意識が高まるとともに、個々の差別の解消に向けての取組みの広

がりによって、社会のあらゆる場面において人権が保障され、尊重される差別のない明るい

生活を実現することができます。 

主な指標・参考資料 

 ○人権啓発活動状況     

 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 

企業訪問件数 789 787 801 783 76(重点訪問) 

講師・助言者派遣件数 133 189 157 176 237 

小地域懇談会開催箇所数 230 232 225 231 237 

指導者数（累計） 59（247） 54（301） 52（353） 
※指導者数は、鳥取市解放大学の卒業生で、学期は前後期の２年間です。 
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第１章 明日を担う人づくりと 

コミュニティを中心とした地域づくり 
 

 第１節 明日を担う人づくり 

 

  第１ 地域や家庭が一体となった地域・家庭教育力の充実 

  第２ 一人ひとりの個性を伸ばす幼児教育の充実 

  第３ 次代を担う子どもたちを育む義務教育の充実 

  第４ 社会にはばたく人材を育む高等学校・大学教育等の充実 

  第５ 健全な青少年の育成 

  第６ 心豊かな市民を育む生涯学習の推進 

  第７ 生涯にわたり楽しめる生涯スポーツの推進 

  第８ 地域に根づいた伝統文化の保存・伝承 

  第９ すべての市民の人権が尊重される明るい社会づくり 

  第10 男女が共にかがやく男女共同参画社会の形成 

 

めざす方向 

 すべての市民が自らの意思で、性別にとらわれることなく、対等な立場に立って、家庭、地

域、職場などにおけるあらゆる活動に参画する新しいライフスタイルを創造し、女性と男性

が、共に喜びと責任を分かち合う男女共同参画社会をめざします。 

現状 市民の声 

○平成１１年に「男女共同参画社会基本法」が施行され

ました。本市では同年、「男女共同参画いきいきプラ

ン」を策定し、プランに沿った諸施策の推進を図って

います。 

○平成１４年４月には「鳥取市男女共同参画推進条例」

を制定、同年１０月には鳥取市男女共同参画センター

「輝（き）なんせ鳥取」を設置し、さらに、平成１６

年１０月には、男女共同参画全国都市会議 inとっとり
を開催し、「男女共同参画都市宣言」を行いました。 
○さまざまな分野への女性の社会進出が進んでいます

が、性別による固定的性別役割分担意識、社会の制

度、慣行、慣習、風習などにおいて、女性と男性の不

平等が依然として根強く残っています。 

○配偶者等からの女性に対する暴力（ＤＶ※）被害が増

加しています。 

○男女共同参画宣言都市として推進

体制を明確にすべきである。 

○男女共同参画に関して特に子育て

の講演会、研修・イベントなどへ

の男性の参加が少ないので、啓発

活動の充実が必要である。 

○「女性の権利と義務」を議論し、

明確にすべきである。 

○子どもを生むという女性にしかで

きないことへの社会の理解、啓発

活動がもっと必要である。 

課題 

○市民、事業者、行政等が協働して、固定的性別役割分担意識やそれに基づく社会の制度、慣

行などを見直し、それぞれの個性と能力が発揮できる環境づくりを行うなど、あらゆる分野

で男女平等に向けて取り組むことが必要です。 

○核家族化が進み社会環境が変化する中で、暴力（ＤＶ）被害や児童虐待などの問題を抱える

市民を支援する体制の充実が必要です。 

                             
※ ＤＶ Ｐ．２６参照 
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目標の設定 

                       平成１６年度     平成２２年度 

○男女共同参画社会の進展に対する市民満足度   １５．２％        ３０％ 

○審議会等の女性の参画率            ２８．３％(H17.4.1現在) ４０％ 

○女性人材バンク登録者数              ２１人        ５０人 

○男女共同参画登録団体数             ２１団体       ４０団体 

施策の展開 

○「鳥取市男女共同参画計画」（平成１８～２２年度）の推進 

 ・「鳥取市男女共同参画計画」に基づいて、総合的かつ計画的に施策を推進します。 

○男女共同参画意識の普及啓発 

 ・家庭、地域、学校、職場等あらゆる分野において、男女共同参画意識を普及啓発します。 

  ①出前講座の開催などにより、「男女共同参画都市とっとり宣言」の普及を図ります。 

  ②男性塾、男の料理教室等各種啓発講座開催により、固定的性別役割分担意識の是正を図

ります。 

  ③企業への啓発活動などにより、職場における男女共同参画の推進を図ります。 

  ④女性の健康づくり事業、性教育の推進などにより、女性と男性の性と生殖に関する健康

と権利の尊重を図ります。 

○男女共同参画推進の環境づくり 

 ・ＤＶ防止庁内連絡調整会議の連携強化を図りながら、女性を取り巻く暴力（ＤＶ）被害者

に対する相談・支援体制を充実します。 

 ・女性の政策・方針決定過程への参画機会を確保するため、審議会等への女性の参画を促進します。 

 ・女性人材バンクの登録・育成の強化、地域の女性リーダー養成などにより人材を確保し、

地域での男女共同参画を推進します。 

 ・「鳥取市次世代育成行動計画」（平成１７～２１年度）に基づき子育て支援体制、介護支援

策、仕事と家庭の両立支援などを推進します。（再掲Ｐ.１０９） 

 ・女性の能力開発・学習機会の提供と女性の抱える問題解決支援のため、鳥取市男女共同参

画センター｢輝（き）なんせ鳥取｣でステップアップセミナーの開催やニーズに沿った「女

性なんでも相談」等を実施します。 

○男女共同参画推進体制の整備充実 

 ・活動団体の育成・支援を行いながら、市民との協働により男女共同参画意識の普及啓発を

図ります。 

 ・鳥取市男女共同参画センター「輝（き）なんせ鳥取」の図書・情報コーナーなどの機能を

充実します。 

 ・現有施設を有効に活用しながら、各総合支所における推進団体の活動拠点を整備します。 

効果 

○家庭、地域、学校、職場等あらゆる場における性別による差別解消が進み、一人ひとりの個

性や能力が発揮される生活を送ることができます。 
○女性の社会参画が進み、男女が共にかがやく社会が実現できます。 

主な指標・参考資料  

○鳥取市男女共同参画に関する意識調査（平成１６年１２月実施） 

問“男女共同参画を進めるには、市は今後どのようなことに力を入れたらよいと思いますか”

（複数選択） 

①男女共同参画についての普及活動41.1％  ②高齢者介護等の福祉施策の充実34.7％ 

③経営者・事業主に対する意識啓発33.9％  ④学校における男女平等の教育32.0％ 

○暴力（ＤＶ）相談件数（鳥取県全体） （婦人相談員、心と女性の相談室、市婦人相談員の相談件数の合計） 

 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 
件 数 268件 148件 379件 462件 519件 

○女性の就業率             （平成１２年国勢調査） 

鳥取市 50.6％ 鳥取県 51.9％ 全国 46.2％ 

○鳥取市男女共同参画センター「輝（き）なんせ鳥取」の利用状況（平成１４年１０月開設） 

 平成14年度 平成15年度 平成16年度 

利用人数 12,477人 19,933人 19,722人 
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