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ⅣⅣⅣ   重重重   点点点   施施施   策策策（（（案案案）））   

１ 学校教育 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

学校教育基本方針 豊かな心とたくましく生きる力をもつ子どもの育成 
～自ら学び、たくましく生きる～ 

学校教育は、児童生徒が共に学び楽しく学校生活を送ることをとおして夢や希望を持ち、生

涯にわたりその実現に向けて努力する態度や能力の基礎を育むことをねらいとしています。 

近年、情報化や国際化、少子高齢化や一人親家庭の増加、また経済低迷に伴う厳しい労働雇

用の状況など、子どもを取り巻く社会情勢の変化につれて、保護者の価値観やライフスタイル

も変化し、地域の人と人とのつながりも希薄化しています。それらの理由により、子どもたち

の学力や生活習慣等にさまざまな課題が生まれています。 

そうした背景にあって、平成２３年度に小学校で、平成２４年度に中学校で完全実施となる

新現行学習指導要領はの基で、子どもたちが自ら学び、自ら考える力を育むことを基本として、

知・徳・体のバランスのとれた教育を展開し、「確かな学力と豊かな心と健やかな体」（「生きる

力」）をさらに育むことをめざして取り組んできました。改訂が行われました。今後はさらに、

学ぶことと社会とのつながりを意識し、「何を教えるか」という知識の質・量の改善に加え、「ど

のように学ぶか」という学びの質や深まりを重視することが必要であり、また学びの成果とし

て「どのような力が身に付いたか」という視点が重要になってきます。 

倉吉本市学校教育においては、本市が培ってきた自然・歴史・文化という地域の特性を活か

しながら、家庭と地域社会と学校の連携のもと、各校が特色ある充実した教育活動を展開し、

学力の向上や豊かな心とたくましい体づくりをめざし、故郷に誇りと愛着をもつことのできる

子どもの育成に努めてきました。平成２３年度からは、各小中学校において地域学校委員会を

開催し、地域の住民及び保護者等の学校運営への参画を進めるとともに、平成２６年度からは、

ふるさと学習を中心とした土曜授業を実施してきました。 

今後は、これまでの取組みをさらに推進するとともに、知識・技能の習得とそれらを活用し

て課題解決するために必要な思考力・判断力・表現力の育成、言語活動・、道徳教育・、体験

活動の充実等新現行学習指導要領の趣旨を活かした教育活動も積極的に取り入れるなどし継続

的に実施し、あらゆる教育活動をとおして倉吉本市の子どもたちの「生きる力」を育むことに

努めます。 

また、今後予想される学習指導要領の改訂に伴い、課題の発見・解決に向けて主体的・協同

的に学ぶ学習を、さらに充実させていくことに努めていきます。 

そして、優しさや思いやり、人とのつながりの中に豊かさを感じる心を持ち、前向きに努力

していくとともに困難なことでも耐える力と、新たなことにチャレンジしていく力をもつ子ど

もを育成していきます。 

そのために家庭と連携した取組みを推進するとともに、地域学校委員会の役割を明確にし、

その機能をさらに高めを有効活用し、地域の人が学校運営に参画する体制づくりを推進充実さ

せていくとともに、地域の次世代育成にも協力（横の連携）していきます。また、小・中連携

教育を推進していくとともに、保育所・認定子ども園幼稚園・小学校・中学校との連携（縦の

連携）を深め、幼児期から一貫した支援の充実に努めます。 
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○倉吉のめざす子ども像 
・確かな学力を身につけた子ども 
・学び方を身につけた子ども 
・自分の思いを表現できる子ども 
・思いやりのある子ども 
・たくましい体をつくる子ども 
・倉吉のよさを感じ、地域で活動できる子ども 

 

○倉吉のめざす教師像 
・教育に対する情熱と児童生徒に対する教育的愛情を持つ教師 
・専門性・指導力の向上を求める教師 
・よりよい学校をめざし、進んで行動し、創造する教師 
・社会人としての教養、人権意識を身につけた教師 
・倉吉のよさを知り、保護者・地域とのつながりを大切にする教師 
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重点施策① 幼児教育の充実 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

保育所・認定こども園幼稚園と小学校の連携を充実させ、基本的生活習慣の定着や規範意

識の育成及び他者との関わり等について、福祉部局と共に幼児期の教育の充実を図ります。

また、幼児教育と小学校教育の円滑な接続を図るため、教職員や子ども同士の交流により、

保育・教育内容の相互理解及び指導の在り方についての研究を行います。 

 

〈主要施策〉 

① 保育所・認定こども園幼稚園、小学校の連携推進 

・「倉吉市幼児教育研究会」（※６）を中心とした連携の強化（年間２回開催） 

・子ども同士・教職員同士の交流を推進 

・幼保小連携カリキュラム（※７）の活用 

（※６）倉吉市幼児教育研究会：市内の保育所長、幼稚園長、小学校長が一堂に会し、保・幼・

小の連携を推進していくために協議を行うための会 

（※７）幼保小連携カリキュラム：アプローチカリキュラム（保育園・幼稚園）とスタートカ

リキュラム（小学校）がある。幼児期の教育と小学校教育の円滑な接続を図り、児童

がスムーズに小学校生活へ適応していけるように編成した教育課程 

 

② 幼児の子育て支援体制の継続・充実 

・就学に向けての保護者支援（研修会の開催・すこやか相談・まなびの教育相談） 

・系統的な子育て相談体制の確立（乳幼児・５歳児検診、就学時健診等） 

・総合的な教育相談機関の設置・活用 

・子育てガイドブック（「倉吉子育て帳（仮称）」）の作成・「くらよし子育て応援ぶっ

く（※８）」の活用 

 

（※８）くらよし子育て応援ぶっく：妊娠時から小学校就学までの期間の子育てに関するさま

ざまな情報を提供するとともに、保護者が子どもの状況を記録していくことにより、

親としての自覚と自信を深めることのできるガイドブック。 

 

 

 

 

【成果指標】 現状値(平成 2６年度) 目標値(平成３２年度) 

○保育所・幼稚園と子ども同士・教員

同士の交流を年間計画に従って実施

した小学校の割合 

子ども同士の交流 

１００％ 

教員同士の交流 

７１％ 

 

○幼保小連携カリキュラムを活用し、

身に付けさせたい力・習慣を定着さ

せた児童小学校の割合 

○「幼児教育と小学校教育の円滑な

接続ができている」と回答した保

護者（小１）の割合 

 定着８０％ 
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重点施策② 学力向上の推進 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

◆◆◆◆ 

基礎的な知識及び技能を習得させ、それらを活用して課題解決するために必要な思考力、

判断力、表現力を育むとともに主体的に学習に取り組む態度を養います。 

また、そのための教職員の資質、指導力の向上をめざして、授業研究会や関係機関と連

携した研修を推進し、わかる授業を実践するとともに、細やかな指導を行う体制づくりに

努めます。 

特色ある中学校区教育の推進を図りながらる中で、基礎的な知識及び技能を習得させ、

それらを活用して課題解決するために必要な思考力、判断力、表現力を育むとともに主体

的に学習に取り組む態度を養います。 

さらに、今後は他者と共に学び続ける人間の育成が求められることから、「多様な集団に

おける人間関係形成能力」と「自律的に行動する能力」が必要となります。そうした力を

つけていくための学びの在り方を小中連携推進のキーワードとして考えています。 

また、教職員の資質、指導力の向上をめざして、授業研究会や関係機関と連携した研修

を推進し、わかる授業を実践するとともに、細やかな指導を行う体制づくりに努めます。    

一人一人の特性を理解し、興味・関心や習熟の程度に応じた多様な学習形態の工夫改善に

努め、学ぶ意欲を高め確かな学力の定着をめざします。 

【成果指標】 現状値(平成 2６年度) 目標値(平成３2 年度) 

○進んで学習に参加していると

答えた児童生徒の割合 

 

小学生 ８３％ 

中学生 ８１％ 

（児童生徒アンケート） 

小学生９０％ 

中学生９０％ 

○話し合い活動で自分の考えを

深めたり、広げたりすること

ができた児童生徒の割合 

小学 6 年生 ６４．１％ 

中学 3 年生 ７０．４％ 

（全国学力・学習状況調査） 

小学生７５％ 

中学生８０％ 

〈主要施策〉 

① 学力向上推進支援 

・特色ある中学校区教育（小・中連携）の推進による学力向上支援、合同研修会、教

科担任制（※注９） 

・技能の習得と活用をめざした授業改善推進事業の実施 

・学力実態の把握と分析、課題解決に向けた取組みに対する支援 

（全国標準学力調査、全国学力・学習状況調査の実施） 

・小学校英語の教科化に対応する指導方法の研究 

・中学校区でのＡＬＴの活用 

・市初等教育研究会、市中学校教育振興会、自主的研究組織などにおける学力向上対

策の推進 

・ＩＣＴ（※注１０）の活用推進（タブレットＰＣ） 

・授業評価（教職員・児童生徒）の導入・活用 

・研究主任者会、教科担当者会等の開催による情報の共有化 

・市教育委員会学校計画訪問の実施と指導助言 
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・「ステップ９」（※注７）の活用 

 

（※注７）ステップ９（ステップナイン）：基礎的な知識や技能の習得のための本市独自のプ

リント。国語では漢字学習、算数・数学では計算領域となっています。本市の教

員が作成を行い、原版が電子データでも共有されているため、児童生徒の実態に

応じて修正して活用することが可能。 

（※注９）教科担任制：中学校の教員が小学校に出向き、教科の専門性を活かした授業を展

開する制度。 

（※注１０）ＩＣＴ（アイ・シー・ティー）：Information and Communication Technology 

の略。情報コミュニケーション能力、情報通信技術。 

 

 

② わかる授業のための授業改善 

・教職員の指導力向上（県教育センターの研修・市独自の研修） 

・校内授業研究会における指導助言 

・管理職研修会、中堅教員研修会、初任者研修会、講師研修会、主任者研修会等の実

施 

・中部教育局との連携による教職員の指導力の向上対策の推進（中部版スクラム教育） 

・年間指導計画の見直しと改善に関する指導助言（新学習指導要領実施） 

 

③ 細やかな指導を行う体制づくり 

・少人数学級教員加配 

・複式学級解消教員加配 

・指導方法の工夫改善による学習指導の充実のための加配 

・児童生徒支援加配 

・小学校教科担任制の継続実施 

・多人数による学習の長所を活かした集合学習（※注１１）の推進 

・学校支援ボランティアの活用 

（※注１１）集合学習：数校の児童が集まって合同で行う学習の形態。人数が少ない学級が合

同で学習することで、多人数による学習の長所を活かすことができる。 

④ 家庭と連携した学習習慣づくり 

・「学習のてびき」の作成・活用  
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重点施策③ 豊かな心の育成 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

読書活動や体験活動を積極的に推進するとともに、児童生徒が明るく楽しく安心して

学校生活をおくることができるように、人権同和教育や道徳教育の充実を図り、豊かな

心を育成し、いじめや不登校・問題行動の未然防止と早期発見に努めます。 

【成果指標】 現状値(平成 2６年度) 目標値(平成３2 年度) 

○「学校のきまりを守ってい

る」と肯定的に回答する児童

生徒の割合 

小学生 ８８％ 

中学生 ８８％ 

（児童生徒アンケート） 

小学生   ９０％ 

中学生   ９０％ 

「自分には良いところがある」

と回答する児童生徒の割合 

小学 6 年生 ７８．３％ 

中学 3 年生 ７３．８％ 

（全国学力学習状況調査） 

小学生 ８５％以上 

中学生 ８０％以上 

○不登校児童生徒の出現率 
小学生 ０．７５％ 

中学生 ４．８１％ 

小学生   ０．５％ 

中学生   ２．４％ 

〈主要施策〉 

① 道徳教育 

・「特別の教科道徳」についての指導法に関する研究 

・「心のノートわたしたちの道徳」活用事例集の活用推進 

・大人から子どもたちに向けて伝えたい言葉、しぐさ、ものごとの活用 

・「おひさまふれあい会（小中学生と赤ちゃんとのふれあい会）」の推進 

② 特別活動の充実 

・学級づくり・人間関係づくりの推進 

・hyper－ＱＵの実施と活用及び活用のための教職員研修 

③ 人権同和（※要検討）教育の充実 

・年間指導計画に基づく育てたい資質・能力を明確にした PDCA サイクルによる取組実

践及び検討 

・人権同和教育の題材・教材、学習過程に関する研究 

・人権同和教育を推進する学校体制づくり 

・中学校区同和教育研究会の推進 

・家庭・地域・学校の共同運営による地区学習会の推進 

・「人権尊重の社会づくりの担い手」としての社会的立場の自覚を深める学習の実施 

・人権教育主任者会による研修と情報交換・共通理解 

④ キャリア教育（※注１２）の推進 

・職場体験活動の推進 

・進路指導の充実 

・ゲストティーチャーによるキャリア教育の推進 

・志を立てる活動の推進（１／２成人式、職場体験活動、成人式へとつなげていく取

組） 

⑤ 読書活動の推進 

・朝の一斉読書の実施質的向上 

・学校図書館経営の充実（図書館経営と図書活用に関する計画訪問） 

・学校図書館司書の全校配置及び司書教諭と学校図書館司書との連携推進 

・学校図書館相互、学校図書館と市立図書館との連携 
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・伝えたい本をもとにした「読みたい本心の栄養 倉吉２００選（推薦書）」のリスト

作成・活用 

⑥ 情報モラル教育の推進 

・多様な情報から正しい情報を選択活用する基礎的能力の育成 

・パソコンや携帯電話・スマートフォン等の正しい活用の理解促進 

・情報モラル教育の推進（小中学校のモデルカリキュラムの作成・活用） 

⑦ 体験活動・文化芸術活動の充実 

・地域の素材や環境を活用した体験的な学習の推進、教育課程の編成 

・土曜授業の実施 

・福祉施設等での交流・体験学習の実施 

・宿泊体験、職場体験活動の推進 

・文化・芸術に触れる機会の確保 

・博物館、図書館、歴史民俗資料館の活用 

⑧ 問題行動・不登校傾向の児童生徒の未然防止と早期対応 

・問題行動・不登校傾向の児童生徒への未然防止と早期発見のための学校体制づくり

への支援 

・生徒指導訪問の実施 

・「生徒指導対策推進会議」の開催 

・児童生徒への多面的なサポート体制づくり 

・スクールソーシャルワーカー・スクールカウンセラーとの連携推進 

・鳥取県中部子ども支援センターの充実機能の拡充（学び直しの場）  

・不登校対応教員加配の活用  

⑨ いじめを許さない学校体制づくり 

・いじめ問題について学校の取組についてアンケート調査を実施 

・倉吉市いじめ対策基本方針・各学校いじめ対策基本方針を基本とした対応支援と PDCA 

 サイクルによる機能向上。 

・「倉吉市青少年問題対策協議会」の開催と関係機関との連携 

・いじめ防止対策に関する教職員研修の実施 

・いじめに関する相談・救済制度等についての広報や啓発活動の推進 

・思春期保健対策の推進（養護教諭の研修、保護者等への研修） 

⑩ 相談体制の充実 

・スクールカウンセラー（※１３）の配置の継続 

・スクールソーシャルワーカー（※注 1４）の配置の継続 

・心の教室相談員（※注 1５）、子どもと親の相談員学校生活適応支援員（※注 1６）の 

 配置の継続 

・落ち着いた学習環境を提供するため、スクールカウンセラー、スクールソーシャル 

 ワーカー、教員補助配置事業 

 

⑧ 相談体制の充実、いじめや不登校・問題行動の未然防止と早期対応及び進路指導の充実 

・鳥取県中部子ども支援センターの充実機能の拡充（学び直しの場）  

・不登校対応教員加配の活用 

・スクールカウンセラー（※１３）の配置の継続 

・スクールソーシャルワーカー（※注 1４）の配置の継続 

・心の教室相談員（※注 1５）、子どもと親の相談員学校生活適応支援員（※注 1６）の
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配置の継続 

・生徒指導対策推進会議の開催 

・青少年問題対策協議会の開催 

・思春期保健対策の推進（養護教諭の研修、保護者等への研修） 

・学校長を中心としたいじめや不登校・問題行動の未然防止と早期発見のための学校 

 体制づくりに対する支援 

・倉吉市いじめ対策基本方針・各学校いじめ対策基本方針を基本とした対応支援 

・児童生徒への多面的なサポート体制づくり 

 

（※注１２）キャリア教育：子どもたちが「生きる力」を身に付け，社会の激しい変化に流さ

れることなく，それぞれが直面するであろう様々な課題に柔軟かつたくましく対

応し，社会人として自立していくことができるようにする教育 

（※注 1３）スクールカウンセラー：臨床心理・教育相談に関して専門的な知識・経験を有す

る者 

（※注 1４）スクールソーシャルワーカー：教育相談に関して、福祉分野における専門的な知

識・経験を有する者 

（※注 1５）心の教室相談員：第三者的な存在として生徒の悩みを聞くために中学校に配置さ

れる相談員 

（※注 1６）子どもと親の相談員学校生活適応支援員：児童の話し相手・悩み相談や家庭と

の連携支援等を行うため小学校に配置される相談員 
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重点施策④ たくましい体の育成 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

運動や健康・安全についての理解を深め、健康の保持増進のための実践力と体力の向

上を図ります。また、児童生徒が安全に学校生活をおくることができる環境整備や、児

童生徒自らの自己を守る能力や態度の育成に努めます。 

【成果指標】 現状値(平成 2６年度) 目標値(平成３２年度) 

○新体力テストの結果でおおむね良

し(Ａ～Ｃ)と判定される児童生徒

の割合 

小学生 ８２．０％ 

中学生 ８０．０％ 

小学生 ８５．０％以上 

中学生 ８５．０％以上 

○通学路の安全対策による改善率 
４８％ 

（平成２４年度対策分） 

１００％ 

（平成３０年度対策分） 

〈主要施策〉 

① 学校体育、健康教育及び学校保健の充実 

・体育及び体育的行事等の充実 

・学校内外での外遊び、業間体育等の推進 

・体育専科教員の効果的な活用 

・鳥取県中学校総合体育大会結果報告及び中国大会・全国大会出場激励会の開催 

・生徒の実態に応じた部活動のあり方の検討・活動の充実 

② 健康教育及び学校保健の充実 

・中部学校保健会の活動の推進 

・性教育及び喫煙・飲酒・薬物乱用防止教育の充実 

・就学時健康診断の実施と就学支援指導 

・学校環境衛生検査とその改善 

・日本スポーツ振興センターへの加入・災害報告・給付等 

・全国市長会学校管理者賠償責任保険への加入（全児童生徒） 

・学校医（内科、歯科、耳鼻科）の検診による児童生徒の健康管理とその指導 

・児童生徒の健康管理のための諸検査の実施 

③ 安全教育の充実 

・学校安全危機管理マニュアル及び安全マップ等による安全教育の推進 

・児童生徒の危機管理能力の育成 

・不審者侵入、火災、自然災害を想定した避難訓練の実施 

・不審者対応及び登下校時の児童生徒の安全確保の推進  

・地域ぐるみの学校安全組織の活動推進 

・スクールガード等学校支援ボランティアの協力による安全確保  

・交通安全教育の推進 

・通学路の安全確保に係る連絡協議会の開催 

・通学路危険箇所合同点検の実施の継続 
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「くらよし風土記～倉吉学入門（仮称）～」 

倉吉について、歴史、地理、自然、文化、人物などさまざまな観点から語ることができ、倉

吉のために何かをしようとする人づくりのための実践的学問。 

小学生向け郷土読本「わたしたちの倉吉」の改訂・活用、中学校副読本「くらよし風土記～倉

吉学入門（仮称）～」の作成改訂・活用、市民向け市民講座の開催等。 

重点施策⑤ 倉吉に誇りと愛着を持つ子どもの育成 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

子どもたちが倉吉の自然や歴史、文化などに誇りと愛着が持てるよう、倉吉のよさを

子どもたちに伝えるため、地域の特色を生かし、人材や歴史、自然等の財産を使い、子

どもたちが倉吉を「知る・楽しむ・育む」ことのできる取組みを推進します。 

【成果指標】 現状値(平成 2６年度) 目標値(平成３2 年度) 

「くらよしが好き」と回答する児童生

徒の割合 

小学生 

中学生 

小学生 

中学生 

○「今住んでいる地域の行事に参加し

ている」と回答する児童生徒の割合 

小学生 ８７％ 

中学生 ７０％ 

（児童生徒アンケート） 

 

小学生 

○「今住んでいる地域のために活動行

事に参加している」と回答する児童

生徒の割合 

 

中学生 

 

中学生 

○伯耆国府跡、伝統的建造物群等の文

化財を活用して体験学習を実施した

小学校の割合 

５０％ 

（学校アンケート） 
 

〈主要施策〉 

① 倉吉独自の教材づくりの推進 

・小学生郷土読本「わたし私たちの倉吉」の改訂・活用 

・倉吉体験活動マップの作成・活用 

・中学生「くらよし風土記～倉吉学入門（仮称）～」の作成改訂・活用  

・倉吉検定の実施 

② 地域の人・もの・ことがらに触れる教育活動の推進 

・各教科、総合的な学習の時間等の年間指導計画などへの位置づけ 

・地域の素材や環境を活用した体験的な学習の推進、教育課程の編成 

・地域コーディネーターを核とした学校応援団組織づくりと活用 

・博物館や歴史民俗資料館等市の社会教育施設等の積極的活用 

・伯耆国府跡、伝統的建造物群などの地域の文化財を活用した体験活動の推進 

③ 倉吉らしさを取り入れた教育活動の実施 

・倉吉市小中学生リーダー会議（淀屋サミット等）の開催 

・学校支援ボランティア等地域人材の積極的活用 

・土曜授業の実施 

・「菜の花プロジェクト」など学校と地域が連携した取組みの推進 

・山上憶良短歌賞への作品応募 

・公民館等関係機関との連携推進 

・商工会議所との連携（親子歴史まち並み産業見学教室等の開催） 
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学校地域連携推進事業 

地域の人材や家庭教育協力推進企業制度の活用による地域と学校との連携強化。学習支援活

動、環境整備、登下校安全確保、合同行事の開催が主な内容となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
「倉吉を知る」 

 
【学校】 

地域人材の活用 
地域の資源の活用 
郷土読本「私たちの倉吉」の

活用 
「くらよし風土記～倉吉学入
門～」の活用 

～地域・産業・歴史～ 
（博物館、歴史民俗資料館、

郷土芸能等） 
土曜授業の実施 
倉吉検定の実施 

【地域】 
地域人材として学校を支援 

 

 
【支援体制づくり】 

 
地域学校委員会 （仮称） 

 読み聞かせ・学習支援活動 ・環境整備 ・登下校安全確保 ・合同行事開催 

「倉吉を知る 倉吉を楽しむ 倉吉を育む」活動 

「倉吉を楽しむ」 

【学校】 

倉吉市の自然・歴史・文化

を活用した活動の場づくり 

伝統文化・大山池 

山上憶良短歌賞への作品応

募 

伝統文化体験教室への参加 

 

【地域】 

公民館等関係機関の学校と

の連携・協力 

 
「倉吉を育む」 

 
【学校】 

「菜の花プロジェクト」への取
り組み 

倉吉市小中学生リーダー会
議（淀屋サミット等）の開催 

（主体者としての倉吉市民の
育成） 

「倉吉の子育て十か条」の
活用の啓発 
 

【地域】 
菜の花プロジェクトへの協力 

 

倉吉のめざす子ども像 

県外から倉吉を見ている人の声に学ぶ機会づくり 

 

文化・芸術に触れる機会づくり 
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「地域学校委員会（仮称）」 

各地区の「教育を考える会」の実行委員会とし、学校教育の推進に参画する。 

・学校は、「地域学校委員会（仮称）」に教育計画を説明し、学校評価を公表して信頼される学

校づくりを推進するとともに、地域の次世代育成事業に協力する。 

・地域は、学校地域連携推進事業の【学校支援活動】【環境整備】【登下校安全確保】【合同行

事の開催】に関与し、学校を支援するとともに地域の次世代育成について学校へ要望する。 

重点施策⑥ 家庭・地域と連携した開かれた学校づくりの推進 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

学校は、保護者や地域に対して積極的に情報を公開するとともに、学校評価をさらに

充実させ、創意工夫のもと地域の実態に応じた特色ある教育活動を展開します。さらに、

活力ある学校づくりができるよう地域の人が学校運営に参画する体制づくりを推進しま

す。 

 

【成果指標】 現状値（平成 2６年度） 目標値（平成３2 年度） 

○学校だより等を読んでいるとした

市民の割合 

６１．１％ 

（市民意識調査） 
７０％以上 

○学校支援ボランティアへの地域住

民の参加率延べ人数 

小学校 １２９４人 

中学校  ５２１人 

（学校アンケート） 

小学校 １５００人 

中学校  ８００人 

 

〈主要施策〉 

① 開かれた学校づくりの推進 

・学校評価の実施と効果的活用  

・学校一斉公開の継続実施 

・学校評議員制度の効果的活用 

・学校ウェブページの効果的活用 

② 学校地域連携の取組みの推進 

・「倉吉の子育て十か条」の啓発、推進  

・不審者対応及び登下校時の児童生徒の安全確保の推進  

・地域ぐるみの学校安全組織の活動推進 

・スクールガード等学校支援ボランティアの協力による安全確保  

・家庭教育協力推進企業制度の活用  

・地域行事等での子どもの出番づくり（地域の次世代育成） 

③ 地域の人が学校運営に参画する体制づくりの推進 

・地域と学校をコーディネートする仕組み作り  

（「地域学校委員会（仮称）」の設立に向けての検討） 

・「地域学校委員会」の役割の明確化効果的活用及び機能の充実 

・各地区での「教育を考える会」を核とした地域づくりの取組み 

・地域コーディネーターを核とした学校応援団組織づくりと活用 

・地域で育む学校支援ボランティア等地域人材の積極的活用 

・地域行事等での子どもの出番づくり（地域の次世代育成） 

・地域で育む学校支援ボランティア事業 
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学校支援 
【学習支援活動】 

 ・体験的学習の指導者等 

【環境整備】 

 ・剪定草刈、施設整備等 

【登下校安全確保】 

 ・学校安全ボランティア等 

【合同行事の開催】 

 

 

地域との連携 

【開かれた学校】 

・情報公開  

・学校一斉公開 

【地域の次世代育成へ協力】 

・地域行事への参加・参画 

・地域貢献 

地域学校委員会 

各
地
区
「
教
育
を
考
え
る
会
」
実
行
委
員
会 
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重点施策⑦ 家庭教育の充実 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

家庭教育の重要性を保護者が自覚し、家庭での基本的生活習慣や学習習慣の確立等に

ついて取り組めるようにしていくとともに、相談体制の整備など保護者が子育てしやす

い体制づくりを推進していきます。 

【成果指標】 現状値（平成 2６年度） 目標値（平成３２年度） 

○「倉吉の子育て十か条」を５項目以

上実践意識して子育てをしている家

庭の割合 

 ８０％以上 

○中部子ども支援センターの相談機能

の拡充 

電話相談、来所相談、訪問

相談、家庭訪問の実施 
 

 

〈主要施策〉 

① 子育て支援体制づくりの充実 

・子育てガイドブック（「倉吉子育て帳（仮称）」）「くらよし子育て応援ぶっく」の作

成・活用 

・「倉吉の子育て十か条」の啓発、推進  

・放課後児童クラブ等の充実 

・子育て講座の開催 

・生活困窮者家庭への支援について福祉部局との連携 

② 保護者の子育て相談体制の整備・充実 

・子どものライフステージに応じた相談体制の充実 

・鳥取県中部子ども支援センターの充実機能の拡充（学び直しの場）               

・スクールカウンセラーの配置の継続 

・スクールソーシャルワーカーの配置の継続 

・心の教室相談員、子どもと親の相談員学校生活適応支援員の配置の継続 

③ 子育て支援に向けた企業との連携 

・家庭教育協力推進企業制度の活用  

④ 学校と連携した学習習慣づくり 

・「学習のてびき」の作成・活用  

⑤ ＰＴＡ活動への協力・支援 

・ＰＴＡ研修会への支援 

・市ＰＴＡ連合会教育懇談会への協力 

・市ＰＴＡ連合会との共催による講演会の開催 

・メディア教育研修会（保護者・教職員）への支援 

・市ＰＴＡ連合会との連携による、小中学生の携帯電話・スマートフォンの使い方の

ルールづくりを検討 

・親育ちのためのプログラム作成 
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重点施策⑧ 特別支援教育の充実 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

児童生徒一人一人の教育的ニーズや障がいの種類や状況に応じた創意ある教育課程の

編成と指導方法の工夫改善を行い、個々の発達と自立に向けた教育活動と生涯にわたる

一貫した支援の充実に努めます。 

 

【成果指標】 現状値（平成 2６年度） 目標値（平成３２年度） 

○倉吉市個別の支援計画の策定、

と個別の指導計画の作成状況を

活用した支援会議の実施状況 

個別の支援計画 ９５％ 

個別の指導計画 １００％ 
実施状況  ９０％ 

○移行支援会議（保幼・小、小中、

中高）の開催状況 

保幼・小  １００％ 

小中     ９４％ 

中高    １００％ 

 

（主要施策） 

① 特別な支援を必要とする児童生徒を支える学校体制づくり 

・特別支援教育主任を中心にした校内特別支援教育指導体制の確立と指導の充実（ス

トラテジーシートの活用（※注１７）） 

・市就学支援指導委員会の開催と適正就学の推進、障がいの種別に応じた学級の開設 

・特別支援教育に関わる人的支援 

・効果的・効率的な支援会議の開催のための指導助言 

・ユニバーサルな視点（※注１８）での学校・学級経営の推進 

・スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーとの連携 

② 生涯にわたる一貫した支援の充実 

・保育所・認定こども園幼稚園、学校、福祉、医療、企業等との連携推進 

・福祉部局と連携した教職員の資質向上を図る研修会の実施（リーダー育成研修会・

倉吉市子どもの発達支援研修会ストラテジーシート（※注１７）の活用） 

・倉吉市個別支援計画の策定と個別の指導計画の作成及び活用 

③ 児童生徒の実態に応じた教室の開設・指導の充実 

・「まなびの教室」（発達障がい通級指導教室） 

・「ことばの教室」（言語通級指導教室） 

・「つくし学級」（院内学級） 

・元気はつらつプランによる教員補助員の配置 

・特別支援学級支援非常勤講師の配置 

・日本語指導教室（外国にルーツをもつ子ども等への支援） 

・児童生徒一人一人の教育的ニーズに合わせた支援の充実に対する早期支援の実施 

・多層指導モデルＭＩＭを 1年生のひらがな学習にあわせて導入 

 

（※注１７）ストラテジーシート：児童生徒の気になる行動の分析を行い、支援方法を考えた

り話し合ったりするときに活用するシート。 

（※注１８）ユニバーサルな視点：特別な誰かにではなく、誰にでも使えるという視点意味。

配慮を要する児童生徒には「ないと困る支援」であるだけでなく、他の児童生徒に

も「有効な支援」となる。 
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重点施策⑨ 給食の充実、食育の推進 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

豊かな心と体、望ましい食習慣等を育むため、学校給食の充実や食育の推進を図ります。 

【成果指標】 現状値（平成 2６年度） 目標値（平成３2 年度） 

○学校給食の残食（※注 1９）菜の量 
小学校 ３．１％ 

中学校 ２．３％ 

小学校 ３．０％以下 

中学校 ３．０％以下 

○朝食をとっている児童生徒の割合 
小学校９５％ 

中学校９５％ 

小学校１００％ 

中学校１００％ 

○学校給食食材の地産地消率 ６９％ 各年度７０％以上 

〈主要施策〉 

① 適切な栄養の摂取ができる給食の実施 

・栄養摂取量やバランスが取れた安全な給食の実施 

② 豊かな心、望ましい食習慣を育む食育の推進 

・親子で学ぶ食の教室（小学校１年生全クラス）の継続実施 

・栄養教諭等による給食時指導、教科等での指導の継続実施 

・地産地消率の向上・充実推進 

・倉吉市食育推進研究校の指定 

・学校給食週間の実施（チャレンジあなたも栄養士、標語、作品展示、試食等） 

③ 会話のはずむ楽しい給食時間のための支援 

・スタミナ納豆等人気メニュー、地産地元食材メニュー、郷土食等の実施 

・給食センターだより（わくわくランチ）による食に関する情報提供 

③ 食物アレルギー対応の実施 

・除去食、代替食対応 

・アレルギー食材の情報提供 

・食物アレルギー対応研修会の開催 

 

（※注１９）残食：主食（米飯・パン）と副食（おかず）をあわせた学校給食の食べ残し 
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重点施策⑩ 組織的・機能的な学校経営と機能的な学校運営体制と特色ある学校づくりの推進 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

学校長の明確なビジョンとリーダーシップのもと、組織的・機能的な学校経営を実現

します。このことを可能とする学校組織マネジメント（※注２０）を行うために、学校運

営体制の確立、し、特色ある学校づくりを推進します。人材育成、地域人材及び地域教

材活用のための地域と学校とのコーディネートの充実を図ります。また、教師の指導力

の向上を図るとともに多忙化の解消により、子どもと向き合う時間を確保します。 

 

〈主要施策〉 

① 機能的な学校運営体制の確立 

   ・適材適所の校内人事の実現 

   ・学校のミッションとＰＤＣＡサイクルにもとづく学校評価の展開 

・学校評価と評価・育成制度とのリンクによる個々の教職員のミッションの自覚 

② 職能開発・人材育成 

   ・キャリアに応じた研修への参加と成果の反映 

   ・校内研究推進の充実による教師の指導力・授業力の向上 

③ 地域と学校とのコーディネート 

   ・「地域学校委員会」の役割の明確化効果的活用及び機能の充実 

   ・地域人材及び地域教材の開発と活用 

   ・地域の特色に応じた教育活動の展開 

④ 各種加配教員の配置 

・学校課題に応じた加配教員の配置 

⑤校務の効率化 

  ・校務支援システムの導入・活用 

 

（※注２０）学校組織マネジメント：学校内外の学校にとって有効な人やものを見つけたり、

育てたりすると同時に、それらを効果的に活用し、学校に関わる人たちが求めて

いることに当てはめながら、学校教育目標を達成していく過程・活動 

 

 

 

 

【これまでのもの】 

○学校長のリーダーシップによる特色ある学校づくりの推進 

・管理職研修会の実施 

・学校評価の実施と活用  

・特色ある学校づくり推進事業の継続実施 

○教師の指導力の向上と多忙化解消による子どもと向き合う時間の確保 

・学校組織マネジメント（※注 14）の活用 

・地域と学校をコーディネートする仕組み作り  

（「地域学校委員会（仮称）」の設立に向けての検討） 

・研修の充実（若手、中堅、管理職、職務） 
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・事務の共同実施による公務の能率化推進 

・ＩＣＴ活用による校務の能率化推進 

（※注 14）学校組織マネジメント：学校内外の学校にとって有効な人やものを見つけたり、育て

たりすると同時に、それらを効果的に活用し、学校に関わる人たちが求めているこ

とに当てはめながら、学校教育目標を達成していく過程・活動 

○各種加配教員の配置 

・さまざまな課題克服のための加配教員の配置 

 

 

重点施策⑪ 教育助成の充実 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

学校や地域がより一層輝きを放つために教育研究を推奨すると共に、研究団体等や就

学援助事業等に関する援助を行います。 

〈主要施策〉 

① 教育研究団体等への援助 

・倉吉市初等教育研究会、倉吉市中学校教育振興会への援助 

・小・中学校体育連盟等事業 

・連合音楽会、金管バンドフェスティバル、中学校文化連盟等事業 

② 就学援助事業等の周知と適切な執行 

・就学援助事業 

・遠距離通学費補助 

・特別支援教育就学奨励費 

・へき地教育援助費 

・学校給食費の減免 

③ スクールバスの運行 
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２ 社会教育 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

社会教育基本方針 倉吉を担う人づくり・まちづくりの推進 
～いつでも どこでも だれでも、ともに学び、地域力を育む～ 

 

 第１期教育振興基本計画では、あらゆる世代が豊かな心を育む環境づくりの推進を基本方針

とし、「いつでも」「どこでも」「だれでも」ともに学び楽しむことのできる環境づくりや情報の

収集、提供を図ることを目指し社会教育を推進してきました。豊かな心を持つことができれば、

美しいものに感動し、優しさや思いやりにあふれ、一人一人の持つよさやその人らしさを磨き

発揮できる社会となります。 

 地区公民館をはじめ、図書館、博物館、スポーツ施設などの社会教育施設において、学習意

欲の向上を図り、知識、技術、教養を身につけるため、あらゆる分野の学習機会の提供と内容

の充実に努めてきました。そして、人権学習、地域防災学習、環境研修会、ボランティア交流

会などの学びを通して人と人をつなぐことを目的とした事業も展開しています。 

 また、地域の大人が、土曜授業等の地域学習や登下校時の安全パトロールなど学校教育と連

携し、青少年育成団体や子どもいきいきプラン等の活動として、地域性を活かした体験活動や

子どもの居場所づくりを推進することで、地域に愛着をもつ子どもの育成に繋がっていますに

取り組んできました。 

 特に近年、中学生のボランティア活動が盛んで、地区の祭や運動会など地域で活躍する中学

生の姿が見られます。地域においては、実行委員会等で中学生の役割を明確にし、打合せから

参加してもらうなど、中学生が主体的に活動できるしくみづくりに取組んでいます。また、中

学校の協力もあり、参加への声かけやホームページに掲載してボランティア活動の様子を紹介

するなどの取組みも大きな要因になっています。 

 同様に、公民館事業や地区の青少年活動として、夏休みに小学生へ勉強を教えるなど地域活

動に参画する高校生の姿も増えています。 

 しかしながら、これから本格的な少子高齢化や人口減少を目前にし、今まで以上に地域の支

えあい、助け合いが必要な社会となっていきます。地域住民一人一人の個の力をつなぎ、地域

との関係性を深め、豊かな地域社会を築くことが求められます。  

 第２期教育振興基本計画では、これまでのあらゆる学習を継続し、個のそれぞれの学びを通

して地域の様々な資源を活用しながら、地域力を育むため、住民が地域活動の企画から参加し、

主体的に運営することができる仕組みづくり、誰もが地域の担い手として活躍できる地域まち

づくりに取組みます。の実現に向けた取組みを推進します。 

 豊かな地域社会の実現に向け、また、絆づくりと活力ある地域コミュニティの形成に向けた

学習活動や体制づくりを推進するため、人権教育や同和教育による人づくり・まちづくり、絆

づくりの強化、地域の子どもたちを育む関係団体との連携による支援体制の充実、地域課題の

共有とその解決に向けた学習支援及び人材育成に努めます。 

 また、鳥取大学、鳥取看護大学・鳥取短期大学、民間団体、企業等との連携・協働により、

人口保持、地域防災などの現代的課題に対応した学習機会の充実、ライフステージに応じた学

習機会の充実を図ります。 

 地区公民館では、地域の最も身近な学びの拠点として、今まで以上に地域課題解決のための

講座や学習の充実を図り、地域の各種団体と連携・協働し、地域を担う人づくり・豊かな地域

まちづくりの実現に向けて取組みを推進します。また、地域住民の主体的な活動を支援するた

め、活躍できる場の提供や事業企画に参画できるしくみづくりに取組みます。 

 近年、価値観の多様化等により地域課題は複雑化しており、地域の課題を把握する能力や企
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画立案能力、それをコーディネートしていく社会教育主事の役割が重要となっています。社会

教育主事は教育委員会事務局に置かれる専門職員であり、公民館などの主催事業や社会教育団

体の活動に対し専門的、技術的な助言・指導に当たる役割を担っています。社会教育主事の養

成に積極的に取組み、公民館職員においても社会教育主事養成講習を受講し、社会教育主事と

同等の能力を持つ職員の育成に努めます。 

 博物館、文化財課、図書館においても、地域の伝統文化の継承や資源の活用を推進すること

で、地域に愛着をもつことのできる人づくり・まちづくりの推進に努めます。 

 

 

重点施策① 地域力を育む社会教育の推進 

  ～現代的課題及びライフステージに応じた学習機会の充実～ 

多種多様化した市民の学習ニーズや社会状況の変化に対応し、生涯を通じて「いつでも」、

「どこでも」、「だれでも」が自己実現に向け、自由に選択できる学習内容及び学習機会の充

実や学習成果を活かせる生涯学習の場の構築を図ります。 

現代社会は、情報化、国際化、産業構造の変化等に伴い、絶えず新しい知識や技術の習得

が必要とされ、生涯学習が重要視されるようになってきています。本市においても、地方創

生の取組みとして、地域資源である倉吉の担い手を生涯にわたり持続的に支え育成していく

ために、それぞれのライフステージに応じた社会教育のあり方を追求し推進していきます。 

また、鳥取大学や鳥取看護大学・鳥取短期大学との連携により、専門・実践的な高等教育

を受ける機会を確保するとともに、社会教育施設の積極的な活用の促進を図ります。 

少子化、核家族化が進展する社会において、子育ての知恵や手法などを継承していく世代

間の繫がりが途絶えつつあります。親として、また親となるために、家族や地域住民などの

様々な人から親としての姿勢や子育ての知恵、責任などを学ぶ体験活動機会を提供し、子ど

もの健やかな育ちを促進するとともに、次世代の家庭教育を支援します。 

地区公民館やその他団体の事業と連携協力し、男女共同参画や人権教育、地域防災などの

現代的課題の解決に向けた学習機会の充実を図ります。 

※現代的課題とは、社会の急激な変化に対応し、人間性豊かな生活を営むために、人々が学習 

する必要のある課題のこと（生涯学習審議会答申「今後の社会の動向に対応した生涯学習の振

興方策について」（平成 4(1994)年）で示された考え方） 

 

【成果指標】 現状値（平成 26 年度） 目標値（平成 32 年度） 

日頃から学習活動に取り組

んでいる市民の割合 

読書、映画・音楽・美術鑑賞や

趣味も含め、日ごろ何かを学ぶ

ことに取り組んでいる市民の

割合 

57.5％ 

同   左 

65.0％ 

１年間に社会教育施設を利

用した１人あたりの回数 

１年間に市内の図書館、博物館、

公民館、交流プラザを利用した

1 人あたりの回数 

10.2 回 

同   左 

15.0 回 

 

〈主要施策〉 
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  ○学習メニューの提供、学習成果の還元システムの構築 

   ・人材銀行事業による生涯学習活動の推進及び講師派遣、登録、啓発 

   ・市民の多様な学習要求に応えるため、また地域を掘り起こし再発見するための生涯

学習講座の開催 

   ・「くらよし風土記～倉吉学入門～」の活用〔再掲 P. 〕 

   ・若者を対象とした学習講座の開催 

  ○生涯学習情報の発信 

・生涯学習機会の充実を図るための情報収集、データベース化による提供 

・生涯学習への認識や意欲の向上を図るための啓発活動 

  ○社会全体での家庭教育支援の取組みの促進 

・家庭教育の向上を図るための「くらよし子育て応援ぶっく」の活用 

・「基本的な生活習慣の定着」が子どもたちの健やかな成長へつながるよう、家庭での

取組みの目安について「倉吉の子育て十か条」の活用による啓発、推進 

・鳥取看護大学・鳥取短期大学と連携した家庭教育支援のための講座の開催 

・地域の祭や行事に、親子で参加できる仕組みづくり 
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○子ども会、小中学校ＰＴＡの活動支援 

・子ども会活動実践リーダー育成のための子ども会リーダー研修会の開催 

・地域の子どもたちの健全育成を目的とする指導者育成研修会の開催 

   ○中学生・高校生をはじめとする青少年が地域活動に関わることのできる取組みの推進 

・地域に根付く若者づくりのための中・高生の居場所づくり、リーダーづくりの支援 

・青少年活動や地域社会に参画できるジュニアリーダーズクラブの育成及び活動支援 

      ・中学生・高校生のボランティア活動と地域事業への参画推進 

○成人教育の推進 

 ・成人式実行委員が継続して活躍できる体制づくりと地域団体としての組織づくり 

 ・倉吉市で活躍している人・移住して来た人から学ぶ学習機会の提供 

○鳥取大学、鳥取看護大学・鳥取短期大学と連携した学習機会の提供 

・専門・実践的な高等教育を受ける機会を確保するための公開講座の開催 

・鳥取看護大学「まちの保健室」の支援と連携した事業の開催 

・看護大学生・短期大学生の地域活動の推進 

・専門的技術の習得とリーダー養成を図るための中部ものづくり道場の啓発、推進 

○教育関係団体・ＮＰＯ団体・企業等の活動支援と連携 

・多種多様な生涯学習機会を提供するための教育関係団体やＮＰＯ団体等が実施する

事業の積極的な情報発信 

○地区公民館と連携した課題解決に向けた事業の充実 

・女性連絡会による女性が元気に輝くための学習の推進及び情報交換の充実 

・よりん彩や人権局と連携した男女共同参画学習の推進 

・社会教育における環境教育の推進 

 

 

重点施策② 支えあう人づくり・輝くまちづくり 

  ～絆づくりや地域のコミュニティ形成に向けた学習活動の推進～ 

地域の一員としてともに支えあい、地域への愛着と誇りを持つため、地域の伝統行事や地

域活動への積極的な参加、ボランティア体験などの学習機会の提供、大人と子どもがともに

地域で活動する機会の充実を図ります。 

公民館や図書館、博物館などの社会教育施設と協働し、地域の伝統文化の継承や地域資源

（地域の歴史・文化・自然・産業・まつり等）の活用を推進します。 

 少子高齢化や人口減少社会に対応するため、地域コミュニティを活性化させ、地域住民一

人一人が地域の担い手として自発的に活動する仕組みづくりを推進します。 

青少年が、社会の一員としての自覚と自信を持つことができるよう、家庭・地域・学校が

連携を図りながら、様々な体験活動を推進します。 

青少年の健全育成を近隣市町と一体的に取り組んでいくため、情報を共有し、青少年育成

に関わる機関・団体、地域住民との連携を強化するとともに、少年の非行防止、地域の安全

のためのネットワークの構築を図ります。 

若者の自主的な活動を支援し、その活動を先導していくリーダーの育成に努めます。また、

大学やＮＰＯ等の情報提供や連携などにより団体活動の活性化を図ります。 
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【成果指標】 現状値（平成 26 年度） 目標値（平成 32 年度） 

放課後や土、日、祭日又は長期休

業日において、体験活動に参加し

た青少年の数 

青少年育成協議会等の体験

活動に参加した青少年の数 

4,465 人 

同  左 

5,000 人 

1 年間に児童・生徒 1 人あたりの地

域・ボランティア活動への参加回数 
2.1 回 2.5 回 

 

〈主要施策〉 

○人権教育による支えあう人づくり・まちづくり、助け合う絆づくりの推進 

 ・地区公民館の事業としての取組みの強化 

 ・人権局や自治公民館と連携した同和教育町内学習会など人権教育の推進 

   ○伝統文化の継承と地域資源の活用と保持 

   ・倉吉市内の歴史・文化・自然・産業・まつり等について学習し、再発見する倉吉に

愛着を持った人づくりの推進 

   ・博物館、文化財課、図書館と連携し、地域の歴史・文化を学び、伝承するための資

料づくりと人づくりの推進 

○地域を支える人づくりの推進 

 ・成人、特に 20代・30代を対象とした地域リーダーの育成 

 ・大学や企業と連携した若者のつどいの場の提供 

  

 

 

 

 

 

 

○子どもの居場所づくり、体験活動事業の充実  

・子どもたちの安心・安全な居場所や体験機会を設けるための地域の大人による放課

後子ども教室の推進 

・放課後子ども教室と児童館・児童クラブとの連携による放課後子ども総合プランの

推進 

 

【成果指標】 現状値（平成 26 年度） 目標値（平成 32 年度） 

放課後子ども教室と児童館・児童

クラブとの事業連携 
０箇所 8 箇所 

 

・子どもたちにものづくりの体験機会を提供するとともに指導者の養成を図るための

「中部ものづくり道場」の啓発、推進 及び指導者の活動支援 

・地域や学校と連携した青少年育成活動の推進 

・倉吉地区少年補導センターと連携した青少年の健全育成 

    ・子どもの有害環境の浄化活動 

・有害な情報の閲覧や視聴、犯罪への関わりを防止するペアレンタルコントール等の

利用制限の普及 

    

「青年塾」（仮称） 

 ・新しい形の青年団として 20～30代を対象とした学習の場を提供し、自由に集い、

語れるワークショップを開催する。 

 ・倉吉で活躍している若者や移住してきた人を知りと交流することで、将来の夢や

希望を抱き、地域を担うリーダーとして活躍できる人材を育成する。 
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○地域と学校との連携、協力体制の構築 

・より効果的な家庭教育、地域教育を推進するための学校、公民館等と連携した、中

高生を巻き込んだ活動の支援 

・「地域学校委員会」の効果的活用及び機能の充実〔再掲 P〕 

 

 

 

重点施策③ 公民館活動の推進 

    ～学習の質の向上と学習成果の活用～ 

 

地区公民館は、地域住民にとって最も身近な社会教育施設です。地域住民が気軽に立ち寄

り、学習を通して豊かな人間関係を育むことのできる学びの拠点であり、つどいの場です。 

「まなぶ・つどう・つなぐ」は公民館機能の基本方針であり、一人一人が知識を高め、暮

らしを豊かにする「まなぶ」機能は社会教育の基本です。公民館はまなぶチャンスを準備す

ることから始まり、「つどう」機能は、一緒にまなぶことにより共感が生まれ、グループ活動

や同好会活動などの仲間づくりになり、そこから自分たちも社会の役に立つことはできない

かという思いとなり、「つなぐ」機能が生まれます。 

平成 27年 10月 15日、16日に「全国公民館研究集会」が鳥取県を舞台として、全国から約

2,000 人が結集し「未来を拓く公民館力 ～人が輝き 地域がきらめく～」をテーマに研究集

会が開催されました。大会では次のような公民館をつくっていこうと宣言しました。 

 

 

 

 

それぞれの「公民館力」を高め、地域の人々にとって公民館が無くてはならない存在とな

るように取組みます。 

また、今まで以上に利用者層の拡大に積極的に取組むとともに、住民同士が出会い、互い

に交流し意見を交換できる機会を提供し、自分の暮らす地域に自覚的に関わり、行動してい

く力を育み、その力を発揮できる事業を展開していきます。 

豊かな地域社会を創造するためには、地域の様々な資源を活用しながら、地域課題の解決

に向けて、地域の人々をつなぎ、住民の協働を促進させることが大切です。倉吉市の地区公

民館は、13 地区の特徴を活かした事業を展開し、住民のニーズや地域の課題解決に向けた学

習を企画し実施しています。学級講座、文化活動、人権教育、保健体育、青少年育成、家庭

教育、高齢者教育などあらゆる分野の学習を提供しています。また、地域の各種団体と連携

した事業を実施することで、学習の充実を図るとともに団体の支援と育成にも取組んでいき

ます。 

地域には、様々な資源が豊富に存在しています。その地域の魅力を発掘し共有・伝承して

いくには、地域の人的資源の発掘も必要となります。日々の公民館活動を通して、サークル

活動などの様々な立場のメンバーが集まる団体のネットワークの形成、事業参加者が企画段

1 誰もが、ちょっと立ち寄ってみたくなる、魅力ある公民館 

2 自己向上の願いが叶う、学びを大事にする公民館 

3 人づくり・地域づくりに貢献できる、リーダーが育つ公民館 

4 人の温かさと心配りがにじみ、地域の絆をつくる公民館 
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階から参画できる仕組みづくりなど、地域の住民による地域資源を活かした主体的な取組み

を推進していきます。また、より専門的な学習を提供するため、博物館・図書館・文化財課

などの社会教育関係施設と連携した事業を実施します。 

公民館職員は、地域住民の学びの場を提供し、その学びを活かすことのできる地域の課題

解決のための地域資源や人材の発掘、育成のため、企画や学習・活動支援に関わる専門的な

スキルを習得する必要があります。 

これからの公民館は、学びを通して人と人をつなぐパイプ役、地域住民の参画と協働を推

進するファシリテーターとしての役割、活躍の場を構築する学習コーディネーターとしての

役割を担っていかけなればなりません。く必要があります。地域にある各種団体のメンバー

が、それぞれの立場で主体的に活躍できるよう、コーディネート役として支援していくため、

社会教育主事の資格を持つ公民館職員の育成に取組み、そのスキルを活かしていきます。 

地区公民館は、地域住民の学びの場であるとともに、災害時には一時避難所としての機能

を果たします。より利用しやすい施設とするため、環境整備及び情報提供に努めます。 

 

 

〈主要施策〉 

○地域の学習の拠点、人づくり・地域づくりの拠点としての支援 

・住民のニーズや地域の課題や現代的課題に関する学習機会の提供 

・ライフステージ（成長段階）に応じた学習機会の提供 

・異世代交流の推進 

・地域社会の絆づくりのための人権教育の推進 

 ・学習成果を地域社会に活用することができる学習機会の構築 

 ・中・高生をはじめとする青少年が地域の大人と共に参画し、活躍できる事業の開催 

 ・地域資源を活かした地域に関心と愛着を持つことができる人づくりの推進 

 ・家庭教育支援事業の推進、家族で祭や行事に参加しやすい仕組みづくり 

○公民館研究指定事業（３年間計画 1年延長可）の推進 

・地域の課題解決のために住民が主体となって企画・運営する事業の開催 

・単年度ごとに成果と課題を検証し次年度の計画に反映する（ＰＤＣＡサイクル） 

 

 平成 27 年度公民館研究指定事業一覧 

公民館 テーマ 年次 

上北条公民館 タウンカレッジ ３年目 

上井公民館 地域づくり講座 ３年目 

西郷公民館 タウンカレッジ（防災） ４年目 

【成果指標】 現状値（平成 26 年度） 目標値（平成 32 年度） 

地区公民館活動への１人あたりの

参加回数（まつり・運動会等を含む） 
1.5 回 2.0 回 

地区公民館事業運営に参画した人

の数（共催・連携事業を含む） 

事業の実行委員・運営委員

の数（データなし） 
  人 

講座･研修のテーマや課題を理解

できた参加者の割合 
83％ 85％以上の維持 
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上灘公民館 健康づくり講座 ３年目 

成徳公民館 女性学級 ２年目 

明倫公民館 地域課題研究（明倫地区の祭を考える） 単年 

灘手公民館 家庭（家族）学級 ２年目 

社公民館 地域課題研究 単年 

北谷公民館 タウンカレッジ ３年目 

高城公民館 青年学級 ２年目 

小鴨公民館 地域づくり講座（地域共同・協同学習講座） ３年目 

上小鴨公民館 健康づくり講座 ２年目 

関金公民館 タウンカレッジ ２年目 

    

  ※公民館研究指定事業とは、対象や目的を指定して地域の課題解決に取組むことで、住

民が主体となって企画・運営を行い、中長期的な視野で、目指す地域の姿に近づける

ための事業です。 

  

○各自治公民館を中心とした各種団体との連携協力・支援 

 ・人づくり・地域づくりに向けた、自治公民館を中心とした各種団体と連携協力した  

事業実施 

 ・各種団体のメンバーが主体的に運営することができるための支援 

○地区公民館同士の連携による学習機会の充実、職員のスキルアップ 

 ・実務の研究部会（管理運営部会、事業部会、研修部会、団体育成部会）の運営 

 ・地区公民館同士で情報を共有するための各種事業データの作成と活用 

 ・同じ課題を解決するための共催事業の実施 

○学習コーディネーター・ファシリテーターとしての役割 

・地域の各種団体等が主体的に企画・運営するための支援 

・社会教育関係団体が開催する研修会の積極的な参加 

・社会教育主事の資格取得 

 

    

 

 

○行政との協働による公民館の環境整備や情報発信の充実のための支援 

・公民館まつりの開催による学習活動の普及と公民館活動の周知 

・公民館活動の広域的な周知、公民館の利便性の向上を図るためのウェブページ充実 

・事務の適正な処理や効果的活動を推進するための公民館計画訪問の実施 

・高齢者や障がいのある人等が安心して活動に参加できるため、また防災利用のため

の環境整備 

・老朽化等に伴う施設の改修・修繕の計画的な実施 

 

【成果指標】 現状値（平成 26 年度） 目標値（平成 32 年度） 

社会教育主事資格を有する

公民館主事の数 
11 人 26 人（全員） 
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重点施策④ 体育・スポーツの振興 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

市民が生涯を通じて健康で豊かな日常生活を目指し、各種スポーツ活動機会の充実・スポ

ーツ団体の育成・指導者の養成に努め、体育施設等の環境整備を図り、「生涯スポーツ社会」

の実現を目指し推進します。 

地区公民館、スポーツ推進委員体育指導委員等と協働して、誰もがいつでも身近にスポー

ツ活動に親しむことができるよう、各世代を対象とするスポーツ教室、スポーツ交流会など

を開催し、スポーツの習慣化、スポーツの基礎技術の習得活動機会の拡充に努めます。また、

より多くの市民が、スポーツに親しむきっかけとなるよう、様々な媒体を通して、スポーツ・

健康づくりに関する情報提供に努めます。 

スポーツ活動を普及するため、競技スポーツや生涯スポーツにおいても指導者の養成が重

要です。スポーツ団体等と協働して今後も、スポーツ指導者の養成と資質の向上を図るとと

もに、各種スポーツ団体の育成に努めます。 

また、全国高等学校総合体育大会（平成 28 年/自転車競技）や全国中学校体育大会（平成

30 年/ソフトボール）の開催をはじめ、関西ワールドマスターズ 2021（平成 33 年/自転車競

技）などの全国大会や国際大会、合宿などの積極的な誘致に努めます。これらにより、より

高い競技レベルに接することによる競技力の向上はもとより、市民にスポーツを通じて夢や

感動を与え市民への見るスポーツの場の提供、さらには観光消費や交流人口の拡大など「ス

ポーツによる地域活性化」に努めます。 

体育施設等の指定管理者と協働して、市民が身近にスポーツを行うことができるよう施設

の整備・充実に努めます。また、学校体育施設の開放事業など、既存の体育施設等の効率的

で利用者のニーズに対応した活用に努めます。 

【成果指標】 現状値（平成 2622 年度） 目標値（平成３２27 年度） 

日頃からスポーツに取り組

んでいる市民の割合 

ほぼ毎日あるいは週に 1 回、月に数回

程度何かスポーツ（ウォーキング等含

む）に取り組んでいる市民の割合 

4４.９40.0％ 

同  左 

 

５０.042.0％ 

 

〈主要施策〉 

○スポーツ活動機会の充実 

・市内小中学校の学校体育施設開放による地域のスポーツ活動の推進 

・各地区でのスポーツ教室開催によるスポーツ活動への取組みの推進 

スポーツの楽しさを推進するためのニュースポーツ大会や交流会の開催 

・交流人口の拡大や地域への誇り・愛着醸成などを育む新たなスポーツ活動への取組み

を促進することを目的としたくらよし女子駅伝・日本海駅伝・桜相撲などの優秀な選

手・チームの参加する大会の開催及び支援への補助 

・市内で活動するスポーツ団体の種目、活動内容等の情報提供の強化・充実 

 

○スポーツ団体の育成・指導者の養成 

・スポーツ推進委員体育指導委員の活動を支援し、指導者として育成するためのニュー

スポーツ交流会等、主管事業の実施及び指導者研修会の実施 

・生涯スポーツ・競技スポーツを推進するための市体育協会及びスポーツ少年団の活動

支援 
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  青少年スポーツ活動充実に向けた新たな会員制クラブ制度の研究・実践 

・地域を拠点として複数のスポーツをいつでも、だれでも、日常的に行うことができ、

生涯スポーツの推進に資する地域の実態にあった総合型地域スポーツクラブの育成推

進 

 

○体育施設等の整備充実 

・市営体育施設を安全に、安心して利用できるための維持管理及び施設整備の推進 

・指定管理者が実施している体育施設の管理運営が適正に行われるための指導・監督 

・関金Ｂ＆Ｇ海洋センター艇庫でのカヌー体験を通じた青少年の健全育成 

   

○競技力の向上 

・競技スポーツへの取組み、参加促進による競技選手の育成 

生涯スポーツの推進のためのニュースポーツ大会の実施 

・継続的に市民体育大会等を開催し、市民レベルからの競技力の向上を図る 

   ・各種スポーツで優秀な成績を収めた選手の栄誉を讃えるためのスポーツ表彰 

・くらよし女子駅伝競走大会を開催することによる全国の優秀な選手・指導者との交流

推進、参加チーム及び指導者の養成 

・競技スポーツ全国大会等の誘致や国内外のトップアスリートの合宿等の招へい 

     全国高校総体、全国中学体育大会、関西ワールドマスターズゲームズ等 

・全国の優秀な選手（トップアスリート）の活躍に触れるスポーツ教室の開催 

   ・全国大会へ出場する小中学生の保護者の経費負担の軽減を目的とする参加旅費の半額

補助 
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重点施策⑤ 有形・無形の歴史的資産文化財の保存、と活用、伝承 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

～本物に触れ、本物を見る～ 

倉吉市には古くから人々が営み、育んできた文化があります。それが地域に伝わる伝統とな

り、有形・無形の歴史的資産となって現在に受け継がれています。文化財の所有者、関係する

民間団体と協働しながら歴史的資産の適切な保存、活用を通してその魅力が高められるような

取組みを進めます。 

倉吉市には、数多くの歴史文化遺産があります。文化財を保存し、積極的に公開・活用する

ことは、郷土を愛する心、豊かな人間性を育てます。歴史文化遺産に触れ、豊かな情操を養う

とともに、地域への理解と絆を深め、倉吉に暮らすことに「愛着と誇り」を感じられるまちづ

くりを進めます。 

【成果指標】 現状値（平成 2６年度） 目標値（平成３２年度） 

○ 調査が行われ保護措置がとられた文化

財の数 
２３件 年間１０数件程度の調査 

○ 指定文化財の案内・解説板の設置率 8９％ 85％以上の維持 

○ 普及啓発事業（見学会・講演会などの

開催、文化財解説など）の実施 
２７件 年間 10 件程度の開催 

○ 文化財を公開した回数 ４回 年間３回以上の公開 

 

○市内に存在する文化財の調査と保護 

・伝統文化、文化財を適切に保護するために必要な調査研究の推進 

歴史的建造物、伝統建築技術、庭園、美術工芸品、埋蔵文化財、民俗文化財、天然記

念物、郷土の人物有形文化財、無形文化財、民俗文化財、記念物、文化的景観、伝統的

建造物群、埋蔵文化財などの調査研究 

・指定文化財の保存と管理活用 

鳥飼家住宅の管理、旧牧田家住宅の付属屋復元を図る。管理・活用。その他各指定文

化財の管理・活用・保存修理・防災設備の充実整備など所有者とも協議しながら検討す

充実を図る。 

○調査成果文化財の積極的な情報発信 

・調査で得られた成果を積極的に発信し、歴史的資産が市民の身近になるよう努める。 

文化財パンフレット作成、案内板の整備、ＨＰの整備 

・文化財の公開、見学会などを開催し、文化財に触れる機会を創出する。 

発掘現場説明会の開催、民間団体と協力して文化財講演会の開催 

・学校教育、公民館活動などとの積極的な連携 

「倉吉学入門（仮称）」の作成・活用［再掲 P28：１-⑤、P37：２-①］ 

地域の文化財を活用した体験活動の推進［再掲 P26：１-③、P28：１-⑤］ 

○伝統的建造物群の保存及び史跡の整備・活用の推進 

・伝統的建造物群保存地区内における保存事業の推進修理、修景、防災施設の整備 

保存地区が拡大になったため、より一層の修理・修景運用基準を見直し、持続可能な 

まちづくりを推進し、伝統的建造物の修理、新築物件の修景を通して歴史的景観の維持

に努め向上を図る。 

 ・伝統的建造物の公開活用の推進 

   修理・修景事業の報告会、活用事例発表会等を実施する。伝統工法の継承、技術向上 

を図る。 
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○史跡の管理と整備と活用の推進 

・史跡の保存、維持管理、整備等の推進 

について、管理計画を定め効果的な整備・管理の推進をめざすと共に、 

地元等と協力しながら連携した活用の推進していく。 

・史跡伯耆国庁府跡については規模・保存状態など全国に誇ることのできるものであり、

の整備計画の再検討と環境整備の推進 

伯耆国庁跡の整備計画を再検討し調査・研究を進め、今後の保護・活用に資する。 
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重点施策⑥ 親しみ学ぶ機会を提供できる博物館 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

博物館がこれまで収集してきた資料の公開により、文化芸術にこれまで以上に触れる機会

を推進します。館内の活動だけではなく、館外で地域と連携した講座を開設し、地域の方の

学ぶ場をつくります。郷土文化や伝統文化に興味や関心を持つ市民や創作活動者の増加をめ

ざします。 

 

 

〈主要施策〉 

○資料の収集・保存管理・公開 

・収集方針の再検討 

 考古部門は地域の歴史遺産を主とした資料を、美術部門は郷土作家及び郷土ゆかり

の作家の作品や美術賞作品の収集を継続して行います。 

歴史民俗部門は「明治・大正の倉吉」に昭和時代も加え、展示内容を膨らませるた

めの資料収集を積極的に行います。  

・保存管理技術の向上 

・常設展、企画展、特別展による資料の公開 

 より入館者に喜んでいただけるような構成内容を検討し実施します。 

・館外での公開活用 

 「まちかど博物館構想」を検討し、収蔵品を広く市民の眼に留まる機会の創出に努 

めます。 

○地域と連携した講座の推進 

・学校教育との連携 

（常設・特別展鑑賞、総合的な学習の時間、各校郷土室の利用、普及活動） 

・公民館活動との連携 

・館外での講座開催 

・年中行事など各地域の伝統文化との連携 

○郷土の歴史遺産や文化芸術、伝統文化を学べる場の提供 

・郷土の文化芸術、伝統文化のデータベース化 

・伯耆国庁跡や伯耆国分寺跡など地域の歴史遺産を情報発信 

・中井金三、長谷川富三郎など郷土の芸術家の顕彰 

・技術保持者等との連携 

 倉吉市の名誉市民となられた重要無形文化財「木工芸」保持者の大坂弘道氏をはじ 

めとする作家、芸術家を講師として招致し講座等を開催します。 

    ・「倉吉絣」「稲扱千歯」「太一車」「鋳物師」といった倉吉ブランドの情報発信 

・幅広い年齢層を対象としたワークショップの開催 

 考古、美術、歴史民俗、自然科学など各分野を、幅広い年齢層の方が学べる機会を

提供していきます。 

○創作活動の推進、支援 

【成果指標】 現状値（平成２７年度） 目標値（平成３２年度） 

博物館を利用して芸術文化を鑑

賞した人数 
（４２，２３５）人 ４５，０００人 

地域と連携した博物館講座等を

開催した回数及び参加者数 
２６回 （６８０）人 ２０回 ８００人 
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・市展、創作文華展開催時の技術講座の開設 

・若年層へのワークショップの開催 

・創作活動者の活動を紹介 

・文化団体協議会等との連携 

・公民館活動との連携 

○美術賞の継続 

・「倉吉：緑の彫刻賞」「前田寛治大賞」「菅楯彦大賞」の継続 

・各美術賞についての情報発信と作品、受賞作家の紹介 

 各美術賞を実施する意義等を広く再認識していただくため、受賞作家や作品の情報発

信を積極的に行います。 

・前田寛治、菅楯彦の顕彰と若手作家の育成、大賞作品等の収蔵と活用 

・野外彫刻の周知と発信 

 「倉吉：緑の彫刻賞」関連事業を充実させると共に、彫刻作品の管理整備を徹底しま

す。また、受賞作家の紹介展も実施します。 

  ○倉吉芸術大学構想の実現化 

    ・各分野のスペシャリスト招致による、講演会、講座等の開催 

    ・美術大学等との連携を図り、学生誘致による創作活動や作品発表の場所の提供、地

域住民との交流などを交えて、博物館の実施する事業と連携調整を図り、「文化芸術

のまち倉吉」を全国に発信します。 
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重点施策⑦ 豊かな心を育む図書館づくりの推進 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

市民が気軽に利用でき、暮らしに役立つ図書館活動を推進し、多様化・高度化する市民の知

的要求に的確に応えるため、豊富な資料・情報の収集、情報の提供に努めます。ブックスター

ト・講演会などの読書活動推進事業をさらに進展させ、子育てを支援し、若者の定住化を促進

し、地域の活性化を目指します。ビジネス支援、医療健康情報など、地域課題を解決するため

の資料・情報を収集し、利便性の高い方法での提供に努めます。 

 また、対象者のニーズに応じたサービスを提供することで、より役立つ図書館を目指します。

加えて、山上憶良短歌募集事業の充実、文芸団体への支援を推進します。 

 

 

〈主要施策〉 

○図書館資料の収集・提供の充実 

・最新で豊かな蔵書構成となるよう、幅広い資料を収集 

・市民に必要な資料・情報の迅速な提供 

・他の公共図書館、生涯学習機関・専門機関との連携 

・子どもから大人まで親しみのある図書館づくりの推進 

○読書活動の推進（講演会・研修会、ブックスタート等） 

・読書活動の推進を図るための講演会・研修会の開催 

・ブックスタートの充実を図り子育ての支援に寄与 

・小・中学校図書館と連携し、調べ学習、朝の一斉読書に協力 

・ボランティア団体の活動への支援 

・地区公民館との連携 

○レファレンスサービスの充実 

・図書館司書の研修を実施 

・充実したサービスの実施 

・鳥取大学図書館・鳥取短期大学図書館、博物館、公文書館等との連携 

○対象者のニーズに応じたサービスの提供 

・ヤングアダルト（中高生向け）サービスの提供 

・ビジネス支援事業の推進 

・高齢者へのサービスの推進 

・障がい者へのサービスの推進 

○ボランティア・類縁機関との連携 

  ・ボランティア団体への活動協力 

【成果指標（年間）】 現状値（平成 2126 年度） 目標値（平成 2732 年度） 

１年間の来館者数 

来館者 人口割合 

311,682 人 

560%（276,784 人） 

320,000 人 

600%（281,400 人） 

１年間の個人貸出冊数 

個人貸出冊数 人口割合 

384,166 冊 

690％（340,629 冊） 

390,000 冊 

730％（342,370 冊） 

有効登録者率 18.7%（9,220 人） 20％（9,380 人） 

レファレンス・読書案内 

受付件数 
3,925 件 5,000 件 

集会行事等参加人数 5,000 人 7,000 人 
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  ・ボランティアの養成 

  ・ボランティアの受入 

  ・共催事業の実施 

○文芸活動の推進 

・山上憶良短歌賞募集事業の拡充 

・文芸団体への支援 

○広報活動の充実 
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重点施策⑧ さまざまな年齢層の交流の場の提供 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

倉吉パークスクエア施設を鳥取県立倉吉未来中心等と連携を図り、安全・安心な公共スペー

スを維持するとともに、「人・もの・情報」の行き交う生涯学習や交流の場の充実を図ります。 

市内外の多くの方にご利用いただいている倉吉パークスクエア施設の主要施設・多目的広場

に位置する複合遊具ゾーンで、年齢等の異なる幼児・児童が入り混じって仲良く遊ぶ「安全に

あそべる場」を提供します。 

また、展示を目的として飼養しているニホンリスの飼養環境を継続的に維持し、市民等の皆

様に身近に観察していただけるよう、毎年、ニホンリスオーブンケージ内を一般公開します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈主要施策〉 

  ○安心・安全な遊び場の安全性の確認及び機能の保全 

    ・子どもが遊びを通じて心身の発育発達や自主性、創造性、社会性などを身につけて

いく効果が期待できる場（倉吉パークスクエア多目的広場遊具）を常に安心・安全

な状態で提供するため、遊具の安全性の確認や補修・更新等の計画的な維持管理を

行います 

  ○ニホンリスの展示飼育と来園者の満足度のアップ 

    ・展示飼育及びオープンケージ内の一般公開を通じて、自然の大切さ及び人と動物の

共生する社会の実現に向けた学習の場を提供します 

【成果指標（年間）】 現状値（平成 26年度） 目標値（平成 32 年度） 

交流プラザ利用者数 26,061 人 33,000 人 

ニホンリス一般公開 

１日当たり平均来園者数 
３７.７人 ５0 人 

市の過失に伴う事故 ０件 
平成 32 年度まで０件を維

持する。 
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３ 教育委員会の機能強化 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

教育委員会の使命として、「教育委員会は，地域の教育課題に応じた基本的な教育の方

針・計画を策定するとともに，教育長及び事務局の事務執行状況を監視・評価すること」（中

央教育審議会答申）が求められているところです。 

教育委員会が本市教育の本質に関わる議論を行うことや住民や教育現場の意向や実情を

把握することに加え、教育委員が積極的に教育の方向を示すことが必要です。 

地方教育行政における責任体制の明確化、地方公共団体の長と教育委員会との連携の強

化等を図るため、平成 26年に「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正す

る法律」が改正され、教育委員会の代表者である従来の教育委員長と、事務の統括責任者

である教育長を一本化した新たな教育長が設置されました。また、市長は教育に関する施

策の大綱を策定し、教育委員会との総合教育会議を設置することにより、地域の教育課題

やあるべき姿を共有して、よりいっそう民意を反映した教育行政の推進を図ることとされ

ました。 

法改正によって、教育長の地位・権限は強化され、教育委員会の代表者となりましたが、

あくまで意志決定は合議制執行機関としての教育委員会によってなされることに変更あり

ません。特に教育委員は、地域の実情を踏まえ、教育委員会における審議を活性化すると

ともに、広く地域住民の意向を反映し、教育長による事務執行のチェックを行う等、これ

まで以上に積極的な役割を果たしていく必要があります。 

そのためにも、教育委員の意見や考えを市民に広報することや、教育委員が自らの職業

や経験を活かして教職員に対し研修を行うこと等により、「市民に顔の見える教育委員」で

あるよう努めます。 

 

○倉吉市教育の方針の明示 

・教育委員会評価の充実 

・教育委員会事務局の業務遂行状況の把握と助言 

○住民の意向や教育現場の実情の把握 

・小・中学校の学校計画訪問 

・小・中学校校長、ＰＴＡ役員、公民館長地区活動団体との意見交換 

・地域学校委員会への出席 

・教育委員会の所管に属する各種審議会、協議会等への出席 

  ○総合教育会議の充実 

   ・市長と教育委員会による総合教育会議の充実を図るとともに、教育振興基本計画を推

進する。 

○教育委員の活動の顕在化 

・教育委員の意見・考えを市民に広報（リレーエッセイをウェブページに掲載） 

・教職員研修講座等の講師 
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４４４   教教教育育育環環環境境境ののの整整整備備備充充充実実実   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

○教育施設の環境改善の耐震化を含めた教育施設の整備の推進 

市立小中学校については、昭和５６年以前に建てられた旧耐震基準建物（校舎、体育

館）の耐震診断を平成２０年度までに実施しましたが、平成２２年４月現在で耐震化率

が５５．９％であり、全国の公立小中学校施設の耐震化率７３．３％、鳥取県の６５．

７％と比較しても耐震化が進んでいない状況にあり、別途耐震化計画を策定して順次耐

震化を図っていきます。 

また、他の教育施設においては、昭和５６年以前に建てられた旧耐震基準建物の耐震

診断が未完了であり、今後診断を行って耐震性の確認を行う必要があります。 

あわせて、新耐震基準の建物も含めて計画的に保全修理を行い、安全かつ快適に利用

できるよう施設の整備の推進を図っていきます。 

・「学校施設耐震化計画」に沿った施設の耐震化及び老朽改修 

・河北中学校移転事業 

・耐震診断未実施の教育施設の耐震診断 

 

倉吉市の小中学校は、これまでの耐震化工事により、大地震発生時でも児童・生徒の

生命が確保される安全な施設となりました。今後は、子供たちが 1 日の大半を過ごす学

校がより過ごしやすく、良好な学習環境を維持していけるよう努めなければなりません。 

不具合箇所の修繕はもちろん、より快適な学習環境の向上や社会生活に必要不可欠と

なっている ICT 機器利用に対応する整備、また、今後想定される学校統合で必要となる

設備の改修を行っていく必要があります。 

しかし、教育環境の整備には多額の費用を伴うことから、限られた財源の中でこれら

を実現可能なものとするため、長期的な計画策定を行ったうえで、段階的に整備を行い、

施設の環境改善とともに長寿命化を図ります。 

・家庭では一般的となっているトイレの洋式化の推進 

・夏季の猛暑や PM2.5などの大気汚染物質から子供たちを守るための空調機器設置 

・雨天時の良好な排水を含め、屋外グランドの整備 

・ICT 活用教育や校務支援システムの運用をサポートするための整備 

 

 

 

○倉吉市教育振興基金の活用教育表彰の実施 

倉吉市教育振興基金の果実を活用し、倉吉市の児童及び生徒のスポーツ活動、文化活

動が顕著であるものに対して教育奨励賞を授与します。 

また、スポーツ・文化等の中国大会以上の大会に出場する市立小・中学校の児童生徒

を激励し、活動を支援するため、激励費を交付します。 

その他、倉吉市が行っている国際・国内交流事業において、事業に参加する児童生徒

の参加費の一部を助成しています。 

また、その他本市の学校教育、社会教育、スポーツ、文化芸術等の分野で顕著な成績

のあった個人及び団体に対して教育委員会表彰を行います。 

・「打吹公園だんご教育奨励賞」の実施 

・児童生徒全国大会等出場激励費の支給 

・韓国姉妹都市交流事業・松戸市夏休み小学生交流事業助成 

・｢倉吉市教育委員会表彰｣の実施 
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○奨学金制度の実施充実 

経済的に修学が困難な生徒が、高校卒業後に希望する学校に進学できるよう引き続き

奨学金制度の充実を図ります。を実施します。 

・倉吉市奨学資金貸与 

・(公財)三松奨学育英会奨学資金貸与 
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５ 学校の適正配置、・学級の適正規模を推進、校区のあり方についての検討 ◆◆◆◆◆◆◆ 

児童生徒数の減少を踏まえ、子どもたちが望ましい成長をするための学校・学級の適正

な規模、また校区の弾力的な運用、学校選択制のあり方について、学校教育審議会からの

答申を基に、市民との意見交換を重ね、適正配置を推進していきます。検討するとともに、

検討した結果について広く市民の意見を聞き、今後の方向性を出していきます。 

 

○ 学校・学級の適正規模、校区の再編を含めた校区のあり方について学校教育審議会で審

議し教育委員会として原案を出すものとします。 

 

○ 「倉吉市立小・中学校の適正配置の具体案【草案】」（平成２５年３月）を基に、別

に教育委員会が定める「倉吉市立小学校適正配置推進計画」により、平成２８年～３２

年度に段階的に行うよう推進します。 

・平成２８年度  各地域で小学校適正配置協議会を設置し、住民と協議 

・平成２９年度  各地域で小学校統合準備委員会を設置し、住民と協議 

・平成３０～３１年度 統合に向けて必要な教室等の施設を整備し、統合の準備を推進 

・平成３２年度  統合校の開校 

 

○ 中学校の適正規模、校区の再編を含めた校区のあり方について、学校教育審議会で検

討し、検討した結果について広く市民の意見を聞き、今後の方向性を出していきます。 

 

   ・平成３０年に「中学校の適正規模、校区の再編を含めた校区のあり方」について、学

校教育審議会に諮問し、答申をいただく。 

 

・平成３２年に、出された答申を基に広く市民の意見を聞き、今後の方向性を出します。 
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