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とっ とり けん

問合せ先
といあわ      さき

県庁子育て応援課　電話 0857（26）7570
けんちょう こ そだ　　おう えん か       でん  わ

子ども子ども子ども
■名前　メルーナ

■性別　女

■名前の由来

　童話（メルヘン）と月（ルナ）でメルーナ

■特徴　すべてを受け入れる包容力と

　　　　やさしさを持つお姫様｠

　な　まえ

せいべつ　　おんな

　な　まえ　　　ゆ　らい

どう　わ　　　　　　　　　　　　　つき

とくちょう　　　　　　　　　 う　　　い　　　　ほうようりょく

　　　　　　　　　　　　　　　　　も　　　　　ひめさま

■名前　バージュ

■性別　男

■名前の由来

　　　　鳥（バード）と太陽（ソレイユ）
　　　　でバージュ

■特徴　元気でわんぱくな王子様｠

　な　まえ

せいべつ　　おとこ

　な　まえ　　　ゆ　らい

　　　　　　とり　　　　　　　　　　たいよう

とくちょう　げん　き　　　　　　　　　　　　　おう　じ　さま

鳥取砂丘こどもの国に、新しい大型

遊具『ドリームキャッスル』が完成

したよ。お城の中に、ローラーすべ

り台や展望台を兼ね備えた大型複

合遊具だよ。ぜひ遊びに来てね！

とっとりさきゅう　　　　　　　　くに　　　あたら　　　　おおがた

ゆう　ぐ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かんせい

　　　　　　　　　しろ　　なか

　　だい　　てんぼうだい　　　か　　　そな　　　　 おおがたふく

ごうゆう　ぐ　　　　　　　　　　あそ　　　　 き

青谷上寺遺跡イメージキャラクター
あお や かみじちいせき

出土した琴をモチーフにしました。琴板の穴が鼻と口に見えたので描きました。

作者
しゅつど　　　こと　　　　　　　　　　　　　　　　　こといた　 あな　 はな　くち　　み　　　　　　　 か

やま もと  あ   こ

鳥取市立青谷小学校　山本安古さん
「ことたん」

子育て王国とっとり条例について学ぼう

子育て王国とっとり条例をつくったよ！

子育て王国とっとり条例って何？

役割分担って具体的にどんなことをするの？

役割分担のイメージ図

地域における子ども
を見守る活動など

仕事と家庭生活の両立が
できる働く環境の整備

専門的な知識・経験
を生かした支援 県全体における

子育て支援

子育てに
ついての責任

地域の特性を
生かした子育て支援

県全体での
子育て支援
少子化対策

・希望のかなう結婚、妊娠、出産を支援するため

　→結婚したい人や子どもを望んでいる人を応援します

・安心に満ちた子育てと豊かな子どもの学びを支援するため

　→学校での教育の充実や地域での子育て環境の充実を目指し

　　ます

・安心して子育てできるための職業生活と家庭生活との両立を

　支援するため

　→働きながら子育てしやすい会社が増えるように応援します

・きずなを強く地域みんなで取り組む子育てを支援するため

　→子育てを支援する団体、企業、店舗、個人など地域ぐるみで子育

　　てを応援します

鳥取県で生まれている子どもの状況

・合計特殊出生率とは…１人の女性が一生の間に産む子どもの数

・出生数とは……………その年に産まれた子どもの人数

ごうけいとくしゅしゅっしょうりつ　　　　　　　　　　　り　　　じょせい　　　いっしょう　　あいだ　　　う　　　 こ　　　　　　　　かず

しゅっしょうすう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とし　　　う　　　　　　　　 こ　　　　　　　　にん ずう

第１子・・・・・兄弟姉妹のうち１番目に生まれた子ども

第２子・・・・・兄弟姉妹のうち２番目に生まれた子ども

第３子以上・・・兄弟姉妹のうち３番目以降に生まれた子ども

だい　　　　し　　　　　　　　　　　　　　　きょうだい　し　まい　　　　　　　　　　　　ばん　め　　　　　う　　　　　　　　　こ

だい　　　　し　　　　　　　　　　　　　　　きょうだい　し　まい　　　　　　　　　　　　ばん　め　　　　　う　　　　　　　　　こ

だい　　　　し    い  じょう　　　　　　　　きょうだい　し　まい　　　　　　　　　　　　ばん　め　　い　こう　　　　う　　　　　　　　　　こ

放課後児童クラブへの助成

クラブの運営に必要な費用を県と

市町村で一部負担しているよ

ほう　か　ご　じ　どう　　　　　　　　　　じょせい

　　　　　　うんえい　　ひつよう　　　ひ　よう　　けん

　しちょうそん　　いち　ぶ　ふ　たん

保育料の軽減

第３子以上の保育料を

軽減しているよ

ほ いくりょう　けいげん

だい　　 し いじょう　　 ほ いくりょう

けいげん

地域のボランティア組織

とっとり子育て隊

自分にできることから子育て支援に

取り組もう！

ち　いき　　　　　　　　　　　　 そしき

こ そだ　　たい

じ ぶん　　　　　　　　　　　　　　　　 こ そだ　　 し えん　　

と　　　く

お父さんのための

子育て応援手帳の配付

パパの子育てを応援！

とう

こ そだ　　おうえんてちょう　　はい ふ

こ そだ　　　　おうえん

子どもの医療費助成

安心して病院にかかれるよう、中学校

卒業までの子どもの医療費を県と

市町村で負担しているよ

こ　　　　　　　いりょうひ じょせい

あんしん　　　 びょういん　　　　　　　　　　　　　　　ちゅうがっこう

　そつぎょう　　　　　　こ　　　　　　　いりょうひ　　　けん

　　　　　　しちょうそん　　ふ　たん

とっとり育児の日

毎月１９日はとっとり育児の日。

早めに家に帰って家族そろって

団らんしよう！

いく　じ　　 ひ

まいつき　　　　にち　　　　　　　　　　いく じ　　　ひ

 はや　　　　いえ　　かえ　　　　 かぞく

　　　　　　　 だん

第３子以上の出

生数は平成２０

年から毎年増加

しています

だい　　 し いじょう　　しゅつ

しょうすう　　へいせい

ねん　　　　まいとしぞう か

　まず条例とは、県が決めることができる一番大きなルー

ルのことだよ。

　鳥取県はこれまでも、子どもを安心して産み育てること

ができる社会、子育てするなら鳥取県と言われる地域を目

指して、子育てを応援するいろいろな取組をしてきたんだ。

鳥取県内でも、県民ひとりひとりや、地域全体で子育てを

応援したいという気持ちが高まってきているよ。

　条例を作ることで、鳥取県がこれまで以上に子育てしや

すい環境づくりに取り組んでいくという強い意志や、これ

から取り組んでいきたいと考えている内容について、県民

みんなへ伝えることができるんだ。

　条例の中には、目標を実現するために、それぞれがどんな役割

を果たしたら良いのかが決められているよ。

たとえば、
県・市町村は・・・

　子育て支援の取組を推進したり、子育て支援に取り組む人材の

確保・育成を行います。

保護者は・・・

　子どもを大切にして、生きる力を身につけさせ、心身共に健や

かに成長できるよう努めます。

子育て支援団体は・・・

　専門的な知識と経験を生かして、子育

て支援を積極的に行います。

事業主（会社）は・・・

　仕事と家庭生活の両立ができるよう、

働く環境を整えていきます。

県民ひとりひとりは・・・

　子どもや子育てに関心を高め、地域の

子育て支援に協力します。

じょうれい　　　　　　けん　　　き　　　　　　　　　　　　　　　　　　いち ばん おお

とっとり けん　　　　　　　　　　　　　　　　こ　　　　　　　 あんしん　　　　　う 　　 そだ

じょうれい　　なか　　　　　　　もくひょう　　じつげん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　やく わり
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し　ごと　　　か てい せい かつ　　りょうりつ

こ　　　　　　　　こ　そだ　　　　かんしん　　　たか　　　　　ちいき

こ　そだ　　　しえん　　 きょうりょく
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子育て王国とっとり条例ではどんなことが

決めてあるの？

　条例の目的として、鳥取県やみんなが住んでいる市町村、

お父さんやお母さんが働いている会社、鳥取県に住んでい

る人たちが、みんなで協力し合って、子育てを応援してい

こうということが決めてあるんだ。

　条例の基本的な考え方として、次のことが決めてあるよ。

①すべての子どもと子どもを産み、育てる人が、必要な時に、

必要な支援（手助け）を受けられる環境を目指すこと

②みんなで役割分担をして、子育てを応援していくこと

③個人の価値観を大事にすること

④地域の良いところを十分生かすこと　

　この４つの考え方を基本に、子育て支援に取り組んでい

くよ。
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かんが　　かた　　　き ほん　　　　　こ　そだ　　　し えん　　　と　　　 く
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子育て隊の活動

ベビーマッサージ教室

こ　そだ　　　たい　　　かつ どう

だん せい　　　いく　じ　きゅうぎょう そくしん

もり

ほ　いく

しょうれいきん こう　ふ　しき

きょうしつ

男性の育児休業促進

奨励金交付式

森のようちえんで

のびのび保育

結婚を応援
けっこん　　　　おう えん

どんなことに取り組んでいくの？

・特に支援が必要な子どもとその家庭の健やかな生活を支援するため

　→障がいのある方など特に支援が必要な子どもや家庭が安心し

　　て豊かに暮らせる社会を目指します

県民の役割
けんみん　　 やく わり

ち  いき　　　　　　　　　こ
し  ごと　　 か てい せい かつ　  りょうりつ

はたら　　かんきょう　せい　び

けんぜんたい

こ  そだ　　  し　えん

せんもんてき　　　ち しき　　けい けん

けん　ぜん　たい

こ　そだ　　　　 し　　えん

しょう　し　　か　 たい　さく

こ　そだ

ち　いき　　とくせい

い　　　　　　　こ　そだ　　 し  えん

せき にん

い　　　　　　　 し  えん

み  まも　　かつ どう

事業主の役割
じぎょうぬし　　 やく わり

県の責務
けん　　 せき　む

支援団体の役割
し　えんだんたい　　  やくわり

保護者の役割
ほ　ご　しゃ　　 やくわり

市町村の責務
しちょうそん　　 せき  む

子育て王国
とっとり会議

　子育て王国とっとり会議では、子育て支援

に関する鳥取県の取組のチェックをするよ。

　見直しが必要なことや、取組が不十分なと

ころについて改善していくよ。

こ　そだ　　　おう こく

かい  ぎ

こ　そだ　　 おうこく　　　　　　　　　 かい　ぎ　　　　　　　 こ　そだ　　　し　えん

み　なお　　　　　ひつよう　　　　　　　　　　　 とりくみ　　　ふじゅうぶん

かいぜん

かん　　　　 とっとりけん　　　とりくみ

子育て王国とっとりの主な取組
こ　そだ　　　おう こく　　　　　　　　　　　　　おも　　　とり くみ

合計特殊出生率は全国平均を

上回っています

ごうけいとくしゅしゅっしょうりつ　 ぜんこくへいきん

うわまわ

しょうちゅうがく  せい    む　                とっ  とり  けん　       とり   くみ        しょうかい　           

こ けん
せい

小中学生向けに鳥取県の取組を紹介しています。

72

問合せ先 県教委特別支援教育課　電話 ０８５７（２６）７５７５
http://www.pref.tottori.lg.jp/tokubetushien/問合せ先

県教委高等学校課学事担当
電話 ０８５７（２６）7929

問合せ先 県教委高等学校課英語教育推進室　電話 ０８５７（２６）7959
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　今年度、県教育委員会では、英語を話すことに興味がある中
学生・高校生を対象に“とっとりイングリッシュクラブ”のメンバ
ーを募集します。
　これまでも小中学生一日英語村や高校生英語キャンプなど
で、外国の先生と英語で過ごす体験活動を行ってきましたが、
それをさらに発展させて県内の名所を英語で紹介したり、鳥取
の良さを英語でスピーチしたりするなどの活動を行います。
　年間を通して９日の活動日を設定しており、東部、中部、西部
のいろいろな会場で行います。夏休み中には２泊３日の英語キ
ャンプも予定されています。都合が良い日だけの参加や、年度
途中からの参加もOKです。興味がある人はひとまず登録して
みてはどうでしょうか。
　中学生と高校生が一緒になって活動することによって、楽し
く英語を学び、たくさんの英語好きな仲間を作りましょう。
　右記の内容でメンバーを募集します。ふるってご応募くださ
い。

　平成２６年４月、皆生養護学校高等部に、県西部地域で初めてとなる
病弱教育部門を開設しました。病気等のために継続して医療や生活規
制を必要とする生徒を対象とする教育を行います。
　皆生養護学校はこれまで肢体不自由の生徒が通う学校でしたが、病
弱教育部門の開設により肢体不自由の生徒と病弱の生徒がともに学
びます。その中で、お互いの病気や障がいを理解し、助け合いながら学
校生活を送ることができると考えています。
　また、今年度中に教室を増築し、来年度以降の新入生に対応できる
よう学校施設の整備を行っていきます。

　公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高
等学校等就学支援金の支給に関する法律の一
部が改正され、平成２６年度入学生から授業料
の徴収が再開されました。
　新制度では、「市町村民税所得割額」が30万
4,200円(年収910万円程度)未満の世帯に就
学支援金が支給されることとなり、県が代理受
領することにより、実質的な授業料の負担はな
くなります。（２・３年生についてはこれまでの不
徴収制度が継続されるため授業料の負担はあ
りません。）
　所得制限により生み出された財源は、教育費
負担の軽減として、低所得者世帯に対する奨学
のための給付金に充てられます。
　詳しくはお子様が在学される県立学校にお問
い合わせください。

募集対象

メンバー募集！！

皆生養護学校高等部に
病弱教育部門を開設

県内の中学校１年生～高校３年生　９０名程度

活動内容
英語でのプレゼンテーション、フィールドワーク等（鳥取県を題材とした）

募集方法
４月に学校をとおして募集

その他
英語教育推進室のfacebookでも随時情報提供していきます。
https://www.facebook.com/torienglishadvance

従来の小学生一日英語村体験は、引き続き夏休み中に行います。

年間活動計画
５月～１月に東部、中部、西部の各地域を会場に２回ずつ実施

夏休み中には２泊３日の英語キャンプを実施


