鳥取県教育振興基本計画別冊

平成22年度「アクションプラン」

平成２２年３月２０日

鳥取県教育委員会

基本理念

「 自立した

心豊かな

人づくり 」

【鳥取県教育のめざす人間像】
∇「自立して」生きていく
・生きていくために、必要な知識・技能・教養などを身につけ、学び続ける人
・自ら考え、判断し、実行する力を身につけた人
・自らの個性、特性を大切にしつつ、夢や希望に向かって主体的に生きていく人

∇「社会の中で、社会を支えて」生きていく
・社会の一員としての自覚を持ち、規範意識や社会のルール・マナーを身につけた人
・社会の様々な場面において、人々との関わりを大切にしながら、主体的に活動したり、
貢献する人

∇「健やかで、心豊かに」生きていく
・心や体の健康を大切にし、進んで健康づくりに取り組む人
・優しさや思いやり、たくましさ、感動する心、コミュニケーション能力、勤勉さや
忍耐力などの豊かな人間性を身につけた人
・文化・芸術活動、スポーツ活動、読書活動、奉仕活動などを通じて心豊かに生きて
いく人

∇「ふるさと鳥取県に誇りを持ち、一人ひとりを大切にして」生きていく
・地域、ふるさとに愛着や誇りを持ち、仕事や活動を通じて地域やふるさとに貢献す
る人
・美しい自然、歴史と伝統を守り次代に受け継ぐ人
・自他ともに尊重し、他者の立場や人権を大切にする人
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平成２２年度アクションプランの概要
１

生涯にわたって自ら学び、社会全体で子どもたちを育む体制づくり

(１)社会全体（学校・家庭・ＰＴＡやＮＰＯなど各種団体・企業・地域社会・行政）
で取り組む教育の推進
・「学校地 域支援本部」や「放課 後子ども教室」の取 組みを積極的に行
い地域との連携を促進 します。
・基本 的生活習 慣の定着 を図るた め、ＰＴ Ａを対象 にしたモ デル事業
の実 施や「お やじの会 」と連携 した学習 支援の場 や体験活 動支援の
場を創出します。
・企業と連携 した子育て支援の取 組みを促進するため 、「鳥取県家庭教
育推進協力企業」の加 盟企業数を増やし、280社を目指します。

【主な事 業】
∇地域 による学校支援推進事業（学校地域支援本部事業）
∇基本 的生活習慣の定着等による学力向上促進事 業
∇おやじ の会との連携による地域教育力向上事業
∇企業 との連携による子育て環境整備事業
∇放課 後子ども教室推進事業

(２)教育の原点である家庭教育の充実
・子育 てについ て不安や 悩みを抱 える保護 者に対す る電話相 談に応じ
る相談員を配置し、子 育て相談等へのアドバイスを行います。
・子ど もたちの 望ましい 基本的生 活習慣の 定着に向 けて取り 組んでい
る「 心とから だいきい きキャン ペ−ン」 を福祉保 健部とも 連携し、
特に就学前幼児と保護 者を対象に積極的に取り組みます。

【主な事 業】
∇心と からだいきいきキャンペ−ン(食･読･遊･寝)推進事業
∇幼児 版 心とからだいきいきキャンペ−ン推進事 業
∇家庭教 育啓発相談事業

(３)活力ある地域社会をつくる生涯学習の環境整備と活動支援
・「未来を ひらく鳥取学」を開催 し、県民に生涯学習 の機会を提供する
るほか、社会教育主事 の資格取得促進のための取組を行います。
・公民 館の活性 化支援や 船上山少 年自然の 家、大山 青年の家 などの社
会教 育施設の 機能強化 を行うと ともに、 くらしに 役立つ図 書館推進
事業 等による 図書館機 能の充実 や企画展 の充実等 による博 物館機能
の充実を図ります。
・「国民読 書年」の取組みとして 絵本の読み聞かせを 行なう人材のスキ
ルアップを 図るとともに、「大 人も子どもも読書キ ャンペ−ン」を展
開するなど、読書活動 の一層の拡大・充実を図ります。

【主な事 業】
∇とっ とり県民カレッジ事業
∇地域力 （鳥取力）を高める公民館活性化ﾓﾃﾞﾙ事業
∇社会 教育主事養成事業
∇読書活 動推進事業
∇家庭 での読書活動支援事業
∇船上 山少年自然の家・大山青年の家の利用促進
∇くら しに役立つ図書館推進事業
∇市町 村・学校図書館協力支援事業

・博物館では 、企画展等を一層充 実させるとともに、「山陰海岸ジオパ
ーク 」の魅力 を伝える 講座の開 催など「 山陰海岸 ジオパー ク」の拠
点施設としての機能の 拡充も図ります。

∇博物 館企画展の開催
∇「山陰 海岸ジオパーク」の魅力を学ぶ講座開催費

２ 「知」「徳」「体」のバランスの取れた学校教育の推進

(１)学力向上の推進
・子ど もたちの 学力向上 や生活・ 学習習慣 の定着等 について 、地域・
学校・家庭と協力して 取り組む市町村を支援します。

【主な事 業】
∇ とっとり学力向上支 援プロジェクト／「 勉強がんばろ

・全国 学力・学 習状況調 査の参加 を希望し て利用す る（抽出 調査対象

う」 キャンペーンの推進

以外 の）学校 にも指導 改善に役 立つデー タが提供 されるよ う、採点

∇全国 学力・学習状況調査活用支援事業

・集計経費等の負担を して学校の参加を支援します。

∇エン ジョイ！イングリッシュプロジェクト in 鳥取

・各種 研修の開 催等によ り教員の 授業力・ 指導力の 向上を図 り学力向

∇次世 代改革高校生学力向上推進事業

上を 推進する とともに 、地域産 業と連携 し、キャ リア教育 や実践的

∇県立 高校学力向上チャレンジ・サポート事業

起業家教育（アントレ プレナ−教育）に取り組みます。

∇地域 を担う人財育成事業

・「科学ゼ ミナ−ル」や「楽しむ 科学教室」などを開 催し、科学的思考

∇キャ リア教育充実事業

力を養うとともに、小 学校における外国語教育の充実を図ります 。

∇楽しむ 科学まなび事業
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(２)豊かな人間性、社会性の育成
・鳥取 県道徳教 育研究大 会を開催 するとと もに、道 徳教育の 充実と、
教職員研修等の充実に よる人権学習の推進を図ります。

【主な事 業】
∇教育支 援センター運営費補助事業 ∇不登校対策事業

・司書 教諭の全 校配置等 による学 校での読 書活動の 一層の推 進を図る
ほか、「心のふれあい プロジェクト」などに取り組みます。
・いじ め問題な どに対応 するため 、スクー ルソーシ ャルワー カーやス

∇高等学 校等における不登校（傾向）生徒等支援事 業
∇スク ールソ−シャルワーカー活用事業
∇心の ふれあいプロジェクト指導者養成事業

ク− ルカウン セラ−、 子どもと 親の相談 員の配置 や教育相 談事業の

∇県立 学校人権教育推進支援事業

充実、青少年の自立支援活動を 行っている団体の支援等を行います。

∇悩み を抱える青少年の社会参加促進事業

(３)健やかな心身の育成
・新学 習指導要 領の周知 ・徹底に 努めると ともに、 学校体育 や運動部
活動の指導者研修会等 を開催し教員や指導者の資質向上を図りま す。
・学校 グラウン ドの芝生 化による 児童の体 力や健康 への効果 を調査研

【主な事 業】
∇芝生 でいきいきとっとりっ子事業
∇県立 学校校庭芝生化推進事業

究す るととも に、体力 テストを 分析・検 討した結 果を各学 校等へ情

∇学校 給食用食材地産地消推進事業

報提供し、児童生徒の 体力向上を目指します。

∇鳥取 方式の芝生化促進事業

・児童 生徒の心 や性、薬 物乱用等 の健康問 題への対 応を支援 する専門

∇新型イ ンフルエンザ対策事業

家の 学校等へ の派遣や 、性教育 ・薬物乱 用防止に 関する研 修の開催

∇全国 中学校体育大会補助金

等に より、教 職員の指 導力の向 上や関係 機関との 連携を深 め、健康

∇学校 体育充実事業

教育の推進を図ります 。

∇運動 部活動推進事業

・栄養 教諭を中 核とした 食育の取 組みや地 産地消を 推進する などし、
食育の充実を図ります 。

∇児童生徒の体力向上事業

∇心や 性等の健康問題対策事業
∇学校 における食育推進事業

(４)社会の進展に対応できる教育の推進
・携帯 電話やイ ンタ−ネ ット等に 対する情 報モラル 教育を推 進するた
め、関係機関と連携し 、研究集会や学習会を行います。

【主な事 業】
∇ケ− タイ・インタ−ネット教育啓発推進事業

・「鳥取県 ジュニア郷土研究大会 」の開催などにより 鳥取県に愛着を持
った人材の育成を行い ます。

∇環境 教育推進活動の支援
∇ジュ ニア郷土研究応援事業

・「鳥取県 版環境管理システム」 認定のための支援や 環境教育推進活動
により環境教育の推進 を行います。

(５)幼児教育の充実
・研修 の充実や アドバイ ザ−派遣 等による 幼稚園教 員及び保 育士の指

【主な事 業】

導力 向上や幼 児教育専 任指導主 事の園訪 問等によ る幼児教 育の充実

∇幼児 教育充実活性化事業

を図ります。

∇保育 ・幼児教育の質の向上強化事業

・幼保 小接続事 業に取り 組む市町 村の支援 や小学校 教員の幼 稚園・保

∇園庭 芝生化コミュニティー促進事業

育所における長期社会 体験研修により幼保小接続の推進を図りま す。

∇鳥取 方式の芝生化促進事業

・子ども達が自由に遊ん だり運動する幼稚園等の園庭の芝生化を進 め、

∇認定こ ども園設置促進事業

園庭 を活用し た子育て 支援活動 の展開、 保護者同 士のコミ ュニティ
ーの活性化を図り、地 域における子育て支援力の強化を進めます 。
・認定こども園の設置を 促進し、県内の幼児教育の充実を図ります 。

(６)特別支援教育の充実
・外部の専門家の活用や研修の実施、専門 免許保有率の向上、モデル

【主な事 業】

地域の指定や研修会の開催等による「個 別の教育支援計画」や「個

∇特別 支援学校就労促進事業

別の指導計画」の普及・徹底などにより 、教員の指導力の向上や指

∇発達 障がい児童生徒等支援事業

導方法の工夫・改善を図ります。

∇県立高 等特別支援学校開設検討事業

・東中西部圏域ごとの相談体制を確立し、 保護者等への支援の充実を
図るとともに、学校間や居住地域間の交 流・共同学習を推進します。
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∇白兎 養護学校訪問学級(鳥取医療センター内)整備 事業

３

学校教育を支える教育環境の充実

(１)児童・生徒減少期における学校の在り方
・「高等学校 再編計画」 を策定し、 鳥取県の次 代を支える人 材の育成
に向けた高等学校の在り方を示します。

【主な事 業】
∇高等 学校改革推進事業

・小中学校においては、市町村教育委員会 との連携や支援を行います。

∇県立中 高一貫校設置調査事業

(２)教育現場の創意工夫を活かした特色ある学校運営の推進
・県民に信頼される学校づくりのため、学 校関係者評価の公表率や学

【主な事 業】

校評議員制度の設置率の向上を目指すと ともに、県立学校において

∇県立 学校裁量予算事業

は、第三者評価を3年から4年に1回のサイ クルで全校で実施します。

∇県立 高校裁量予算学校独自事業

・県立学校の自立度を高めるため県立学校 裁量予算制度を充実すると

∇第三 者評価導入事業

ともに、子どもたちへのきめ細かな指導 を行うため、小学校１、２

∇少人 数学級の継続実施

年生及び中学校１年生における少人数学 級は継続して実施します。

∇教職 員健康管理事業費

・教職員の過重負担等の解消や健康問題へ の対応では、業務分担の見
直し、適切な加配措置等による学校の体 制づくりを行うほか、メン

∇教職 員心の健康対策事業
∇教職 員の加重負担・多忙感の解消

タルヘルスケアの研修会の開催や相談体 制を充実することにより、
精神疾患による休職者数の減を目指しま す。

(３)使命感と指導力を備えた教職員の養成・確保・配置
・教職員評価・育成制度の実施により、教 職員の人材育成及び資質能

【主な事 業】

力の向上を 図るととも に、「エキ スパ−ト教 員認定制度」 により、

∇授業 力リ−ダ−養成「エキスパ−ト教員認定制 度」

優れた教育実践を行っている教員の高い 技術の普及を行います。

∇教職 員研修費

・教育センタ−等が実施する各種研修によ り、教職員の資質や指導力

∇学校 教育支援事業

の向上を図ります。

(４)安全・安心な教育環境の整備
・公立学校の耐震化を促進するとともに、 児童・生徒の安全・安心な

【主な事 業】

屋外活動を可能とし、運動能力の向上や 精神的安定をもたらす効果

∇県立 学校耐震化推進事業

が期待される校庭の芝生化を推進します 。

∇県立 学校校庭芝生化推進事業費

・学校の安全対策のために、全ての学校で 「学校安全に関するマニュ

∇高等 学校整備費（米子工業高校改築整備事業）

アル」を作成するとともに、全ての小学 校において「学校地域安全

∇みん なでチャレンジ教材開発事業

マップ」が作成されることを目指します 。

∇奨学 資金債権回収強化事業

・県立学校の学校図書館の蔵書の充実を図 るとともに、小・中学校に

∇育英奨学事業

∇学校 安全対策事業

おける基礎学力の定着に向けた教材開発 を行います。

(５)私立学校への支援の充実
【主な事 業】
・私立学校の学力検討委員会で検討された 学力向上事業やより機能的
な学校評価システムを構築するため取組 に対して支援を行います。

∇私立 幼稚園運営費補助金
∇活力 と魅力あふれる私立学校支援事業
∇私立 学校施設整備費補助金

・私立学校の耐震化に対する支援を行うほ か、運営費に対する支援や
授業料の軽減を図るための助成を行いま す。

∇私立 幼稚園耐震診断促進事業
∇私立 幼稚園施設整備費補助金
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４

文化・芸術の振興と文化財の保存・活用

(１)文化・芸術活動の一層の振興
・芸術家、 団体等に 対する活動 支援や「 とりアート （鳥 【主な 事業】
取県総合芸術文化祭）」の開催支援等を 行います。

∇第8回とりアート（鳥取県 総合芸術文化祭）開催事業

・小学校の 音楽の授 業にオ−ケ ストラ楽 団員による ワ−

∇鳥取県文化芸術活動支援 補助金 ∇鳥取県ジュニ ア美術展覧会開催事業

クショッ プを体験 する機会を モデル事 業として提 供す

∇ア−トスタ−ト「次世代 鑑賞者育成事業」

るほか、 ア−トス タ−トの取 組を行う 団体への支 援、

∇芸術鑑賞教室開催費

「ジュニア美術展覧会」の開催などを行 います。

∇小学校における音楽ワー クショップ体験ﾓﾃﾞﾙ事業

(２)文化財を大切にし、身近に感じ、親しむことができる地域づくり
・国、県指定、登録等の候補になり得る文 化財の調査研究を行い、指

【主な事 業】

定に向けて積極的に取り組むとともに、 妻木晩田遺跡や青谷上寺地

∇情報 発信「鳥取県の文化財」

遺跡について、シンポジウムなどのイベ ント開催などにより積極的

∇調査 研究「鳥取県の文化財」

に県内外に情報発信を行います。

∇情報 発信「とっとり弥生の王国」

・青谷上寺地遺跡を保存、整備、活用する ため史跡指定地を平成20年
度から10ヶ年かけて公有化します。

∇伝統 芸能等支援事業
∇青谷 上寺地遺跡史跡指定地公有化・保存活用事 業

・民俗芸能フォ−ラムの開催など伝統芸能 の支援を行います。

５

スポーツの振興

(１)心豊かで活動的なスポーツ社会の構築
・県民スポ−ツ・レクリエ−ション大会を 開催するとともに、総合型
地域スポ−ツクラブは旧３９市町村単位 での設置を目指します。
・県教育委員会で実施していた一部の事業 を（財）鳥取県体育協会に
委託する等、競技力向上に係る両者の役 割分担を見直すとともに、
一層の連携強化のもと、競技力の総合的 な向上を図ります。
・平成22年 度には、「 第65回国民 体育大会中 国ブロック大会 」を本県

【主な事 業】
∇競技 力強化推進事業
∇スポ −ツ・レクリエ−ション事業
∇とっ とり広域スポ−ツセンタ−事業
∇生涯 スポーツ推進費
∇第65回 国民体育大会中国ブロック大会開催事業

で開催します。

６

鳥取県教育振興基本計画の推進に向けた体制づくり

(１)県民との協働による開かれた教育行政の推進
・教育委員が学校現場の課題やニ−ズを直 接把握するため、スク−ル
ミ−ティングを開催します。

【主な事 業】
∇知り たい！聞きたい！開かれた教育づくり事業

・ホ−ムペ−ジや教育だより「とっとり夢 ひろば」などを活用し、教
育委員会の情報発信を推進します。

∇教育 振興事業費
∇教育 委員会費

・県民や学校現場などの意見を生かしなが ら、確実に鳥取県教育振興
基本計画を推進していきます。

(２)市町村、国、高等教育機関など関係機関との連携・協力の推進
・市町村教育委員会との情報共有や委員研 修会の開催、町村教育委員
会の要請に応じて地域教育担当指導主事 の派遣を行います。
・学生教育ボランティアの推進や県内高等 教育機関が行う環境分野の

【主な事 業】
∇教育 企画費
∇町村 教育委員会支援事業

研究に対する助成を行うとともに、県内 高等教育機関と連携して科

∇教育 振興事業費

学的な思考力を高める取組を行います

∇高等教 育機関等支援事業
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１

生涯にわたって自ら学び、社会全体で子どもたちを育む体制づくり

(１)社会全体(学校・家庭・ＰＴＡやＮＰＯなど各種団体・企業・地域社会・行政)で取り組む
教育の推進
Ｈ２１成果と課題
①社会全体で子どもたちを育む教育力の向上

・社会教育団体やＮＰＯ等の教育力を活用した地域づくりの取組みや指導者の養成等を行った。
・家庭教育に配慮した職場環境づくり推進のため鳥取県家庭教育推進協力企業の拡大に努めた。
今後は、協定締結後の各企業の取組みに対する評価が課題である。
・ケータイ・インターネットに関する学習会の開催、ＰＴＡと連携しての生活習慣と学力向上の取組み、
高校生マナーアップさわやか運動の展開等を進めた。

②地域全体による学校支援

・子どもの安全・安心な居場所づくりを推進する「放課後子ども教室」や市町村教育委員会やＰＴＡ等と
連携した「学校支援地域本部事業」等の推進を働きかけ、実施市町村では活動が活発化している。
今後、その成果の県内への発信や未実施市町村への働きかけが必要。

③学びの主体者を育成

・子ども達の学力や学習の状況、学校の課題等の情報を地域で共有し、地域とともに学力向上に取り組む
事業を推進するため、「学力向上支援プロジェクト」、「勉強がんばろうキャンペーン」を実施。
・人権学習会の充実に向け、市町村人権教育合同研究協議会を１２市町村で開催。

Ｈ２２ 対 応 方 針
①社会全体で子どもたちを育む教育力の向上

・社会教育関係団体の団員数が年々減少している中、各種事業が継続的に実施できるよう取り組む。
・高校生の列車乗車マナーだけでなく、県民からの苦情が多い自転車の乗車マナーの啓発も進める。

②地域全体による学校支援

・各種事業の推進について引き続き市町村教育委員会やおやじの会、ＰＴＡ等への働きかけを行う。
特に平成22年度は「学校支援地域本部」の設置数８箇所を目指す。

③学びの主体者を育成

・引き続き関係機関（市町村、ＰＴＡ、ＮＰＯ等）と綿密な連携を図りながら引き続き各事業を推進。
なおモデル事業の成果は、事業実施１年では表れにくいため、できるだけ継続実施を求めていく。
・自治会単位での人権学習会の充実を図るため、より多くの市町村で合同研究協議会を開催。

【 数値目標（平成25年度）】

２０
(実績)

２１
(実績)

２２
(目標)

２３
２４
(目標) (目標)

∇心とからだいきいきキャンペ−ンの 41.3％
71.2％
保護者認知(実施)率【再掲１ −（２）】 (小中高特) （幼保のみ） 就学前・小学校を重 点実施
∇自治会単位の「人権学習会（小地域
懇談会）」実施市町村

18市町村

19市町村

∇「鳥取県家庭教育推進協力企業」認
定企業数【再掲１−（２）】

184社 247社
65.7％ 88.2％

∇学校支援地域本部設置数

2箇所

∇放課後子ども教室設置市町村数

9 市町村 10 市町村

２５
(最終目標)
100％
全市町村
(19市町村)

280社
100％

400社(H30)

(H21は12月現在)

5箇所

10箇所
14市町村

・
〔東部地区〕学社連携の取組を行う
公民館数

2館

2館

・
〔中部地区〕学社連携推進モデル地
域の指定

−%

３市町
60%

・
〔西部地区〕学校・家庭・地域が連
携した具体的な取組を実施している
市町村実施率

−%

５市町村 7市町村 9市町村
56 %
78％
100％

100％

・
〔西部地区〕子どもを中心とした地
域の教育力の向上に向けた具体的取
組を実施している市町村実施率

−%

５市町村 7市町村 9市町村
56 %
78％
100％

100％
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10館
４市町
80%

５市町
100%

各市町５地域

取 組 の 方 向

Ｈ２２年度アクションプラン（数値目標等）

①地域の教育環境や人材など教育資源の □放課後子ども教室推進事業【家庭・地域教育課】
有効活用
○ 子どもの安全・安心な居場所づくり を推進する。
○ 公民館 等が地 域の教 育環境 や人材 などの 教育
資 源を有 効に活 用し、 各世代 が子ど もと接 点を
持 ちなが ら地域 の教育 力の向 上につ ながる 取組
みを推 進できるよう支援する。

・ 放課後や 週末に小 学校の余 裕教室等 を活用し 、地域の 方々の参 画を得て 、
子 どもたち とともに 勉強やス ポーツ・ 文化活動 、地域住 民との交 流活動等 の
取組を実施
（実施市町村数）１０市町村（Ｈ２１ ：１０市町村）

②社会教育関係団体のネットワーク化と □地域による学校支援推進事業（学校支援地域本部事業）
活動の活性化
【家庭・地域教育課】（再掲２(1)）
○ ＰＴＡを はじめとする 社会教育関係団体 のﾈｯﾄ
ﾜｰｸ化の 推進と活動の活性化を図る。

○

地域住民の活用を一層促進して地域 が学校を支援する体制を構築する。
地域に学 校を支援 するため のコーデ ィネータ ーを配置 し、教員 に代わっ て
地域住民への学校行事･授業等への協 力要請や地域人材の発掘等を実施
（実施箇所数）８箇所（Ｈ２１：５箇 所）

・

③社会全体の協働・連携による家庭・地
域教育支援の機運醸成と取組みの促進
○ 企業等 も含め た社会 全体で 家庭教 育を支 援す
る機運 を醸成するとともに、取組みを促進

□社会教育団体等による地域づくり支援事業【家庭・地域教育課】
○

社 会教育関 係団体や ＮＰＯ等 の教育力 を活用し 、健やか に子ども たちを育 む
地域づくりを促進するとともに、社会 教育関係団体の指導者養成等を行う。
・ 社会教育関係団体等の特色を生か したモデル的取り組みを委託実施
・ 社会教育関係団体の指導者育成等 の経費の一部を助成

④青少年を有害情報から守る取組促進
○ 青少年 の健全 育成を 推進す るため 、メデ ィア
等によ る有害情報から守る取組みを促進する。

□企業との連携による子育て環境整備事業【家庭・地域教育課】
⑤人権教育の推進

⑥今日的課題についての生涯学習機会の
提供 【再掲１‐(３)】

（再掲２(5)、１(2)）
○ 企 業・事業 所におけ る家庭教 育に配慮 した職場 環境づく りを推進 し、子育 て
環境やワーク・ライフ・バランスの一 層の整備促進を図る。
・ 企業が進める家庭教育環境づくり （企業との協定締結）
・ 企業への家庭教育講師の派遣
・ 「家族のきずな」写真コンテスト の実施
（協力企業数）２８０社（Ｈ２１．１２ 月：２４７社）

⑦親や大人がモデルを示す運動の推進

□ケータイ・インターネット教育啓発推進事業【家庭・地域教育課】

○

社会全 体で人 権教育 に取り 組み、 一人ひ とり
が より良 い生き 方につ いて考 え、そ れを実 現し
ようと する権利の主体者の育成

【再掲１‐ (２)】
○ 青 少年の 健全育 成には 、親や 大人の 役割や 責
任も 大きい ことか ら、大 人自身 が自ら の行き 方
を見直し 、実際の行動に結びつける運動を推進。

（再掲２(4)、３(4）
○ フォーラムの開催等により、緊急・ 幅広に高校生や保護者への啓発を図る。
・ 高校生フォーラムの開催
・ ケータイ･インターネット教育啓発 講師の派遣（中３の保護者を中心）
・ ケータイ･インターネットの正しい 使い方講座

□基本的生活習慣の定着等による学力向上促進事業
【家庭・地域教育課】（再掲１(2)、２(1)）
○

ＰＴＡと連携・協力し、「基本的生 活習慣の定着」に取り組む。
基本的生活習慣定着モデル事業の実 施
家庭教育フォーラムの開催

・
・

□「おやじの会」との連携による地域教育力向上事業
【家庭・地域教育課】（再掲２(1)、２(2)）
○

「おやじの会」と連携し、地域の教 育力を高める。
学習支援の場の創出
体験活動支援の場の創出

・
・

□高校生マナーアップ推進事業【高等学校課】
○

社 会の一員 として望 ましい在 り方・生 き方の自 覚を高め 、高校生 の規範意 識
の向 上を図る ため、大 人が手本 となり県 民全体で 高校生を 見守り育 てる運動 を
展開する。
・ 「高校生さわやかマナーアップ運 動」の実施
・ 各学校における服装・マナー指導 の充実

□人権尊重のまちづくり推進支援事業【人権教育課】（再掲１(3)）
○

地域における人権学習会の充実を図 る。
・ 人権教育 指導者、 推進者の 養成研修 の実施な らびに人 権学習プ ログラム の
作成、普及

□青少年育成対策推進費【青少年・文教課】
○ 青少年を有害情報から守るためフィ ルタリングソフトの導入率の向上を図る。
・ 青少年育 成鳥取県 民会議と 連携する などして 有害情報 に対する 正しい理 解
力 、判断力 を養成す るため青 少年に対 する啓発 、携帯電 話販売事 業者等へ の
指導を推進する。
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□中部地区社会人権・同和教育担当者研修会の開催【中部教育局】
（再掲１(3)）
○ 人 権教育担 当者、人 権教育推 進員等が 一堂に会 し、課題 解決に向 けた研修 を
行い、市町における人権教育の充実を 図る。
・ 講演・研究協議・ワークショップ ・現地研修等

□西部地区人権・同和教育振興会議研修会の開催【西部教育局】
（再掲１(3)）
○ Ｐ ＴＡ人権 教推進部 員・行政 担当者・ 社会教育 及び類似 施設職員 対象の研 修
会を実施し、市町における人権教育の 充実を図る。
・ 講演・研究協議・ワークショップ 等

□学社連携の推進【東部教育局】（再掲１(3)）
○

学 校教育と 社会教育 が一体と なって、 地域で子 どもたち を育てて いくこと を
目的 に東部地 区におけ る学校と 公民館を 核にして 地域と結 びついた 学社連携 を
推進する。
・ 公民館、学校への訪問等による学 社連携について情報提供や助言
（学社連携に取り組む公民館数） １０ 館（H ２０ ＝２館）

□学社連携による生涯学習の推進【中部教育局】（再掲 １(3)）
○

生 涯学習の 成果を生 かし、学 校を支援 する取組 を行うこ とにより 、地域の 教
育力再生・充実と子どもたちの生きる 力の育成を図る。
・ モデル地域の設定、学社連携の推 進へ向けての情報提供、助言
（平成２３年 各市町１地域以上（Ｈ ２１＝３市町））

□学社連携による生涯学習の推進【西部教育局】（再掲 １(3)）
○

生 涯学習の 成果を学 校教育支 援の場で 生かすこ とによっ て、地域 の教育力 向
上と子どもたちの生きる力の育成を図 る。
・ 学社連携の推進へ向けての情報提 供、助言
（平成２３年 全市町村で１地域以上 実施）

□関係団体等と連携した「大人が変われば子どもも変わる運
動」の展開【青少年文教課】（再掲１(2)）
○ 青少年育 成鳥取県民会議 と連携し、「大人 が変われば子ど もも変わる運動 」を
積極的に展開し意識啓発を図る。

□心とからだいきいきキャンペ−ン推進事業【教育総務課】（再掲１(2)）
□PTA指導者支援事業【各教育局】（再掲１(2)）
□学力向上支援プロジェクト【小中学校課】（再掲２(1)）
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１

生涯にわたって自ら学び、社会全体で子どもたちを育む体制づくり

(２)教育の原点である家庭教育の充実
Ｈ２１成果と課題
①家庭の教育力の向上
・「家庭教育啓発相談事業」や専門家が連携しチームを作って家庭教育の支援を行う「家庭教育支援基盤形
成事業」、ＰＴＡを対象とした各種研修会の開催等に取り組み、保護者自らが自主的に学習や実践を行う
機運の醸成を図った。

②社会全体による家庭教育の支援
・「心とからだ（食・読・遊・寝）いきいきキャンペーン」の浸透や基本的生活習慣の定着を図るため、「
とっとり夢ひろば」、「啓発チラシ」、「メールマガジン（月刊・創刊７月）」、「いきいきキャンペーンかる
た」（生活習慣改善啓発かるた）を作成・配布するなど、普及啓発活動に取り組んだ。

Ｈ２２ 対 応 方 針
①家庭の教育力の向上
・啓発資料の配付・使用方法、セミナーの実施時期、ＰＴＡ研修会の在り方等を検討し、引き続き事業の
拡大・実施を図る。

②社会全体による家庭教育の支援
・保護者の取組みにも二極化が懸念される中、できるだけ多くの保護者に届くような啓発を行うとともに、
生活習慣の定着の時期は早ければ早いほど良いことから、就学前児童に焦点を当てた取組みを、関係部
局と連携して推進する。

【 数値目標（平成25年度）】

２０
(実績)

２１
(実績)

∇心とからだいきいきキャンペ−ンの 41.3％ 71.2％
保護者認知(実施)率【再掲１ −（１）】 (小、中、高、 （幼保のみ）
特別支援)
∇「鳥取県家庭教育推進協力企業」認
定企業数【再掲１−（１）】

184社 247社
65.7％ 88.2％

∇朝食喫食率【再掲２−（３）】
小学５年：89.6％(H19)
中学２年：87.9％(H19)
高校２年：80.3％(H19)

90.3％ 91.2％
89.6％ 89.5％
79.8％ 84.6％

∇学校以外で平日60分以上学習(宿題
や予習・復習)している児童生徒の
割合【再掲２−（１）】
小学６年
52.6％
中学３年
63.7％

56.3%
61.8%
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２２
(目標)

２３
２４
(目標) (目標)

２５
(最終目標)
100％

就学前・小 学校を重点に啓発活
動を実施

280社
100％
98％
95％
92％

400社(H30)

(H21は12月現在)

99％
98％
96％

100％
100％
100％

60％
70％

取 組 の 方 向

Ｈ２２年度アクションプラン（数値目標等）

①家庭における学びの習慣づくり 【再掲２ □家庭教育支援基盤形成事業【家庭・地域教育課】
‐(１)】
○ 家庭で の学習 や生活 習慣が 子ども の学力 に与
え る影響 を周知 し、学 校と家 庭が協 力した 家庭
におけ る学びの習慣づくりに関する施策を展開
○ 家庭 での自学自習の習慣化の促進
○ 予習 ・復習を求める授業の展開

○ 子 育て経験 者、民生 委員、保 健師など の専門化 が連携し 、チーム を構成し 支
援す るなど、 身近な地 域におけ る家庭教 育支援の 充実を図 り、家庭 の教育力 の
向上に資する。
・ 家庭教育支援者育成セミナーの開 催
・ 市町村事業への助成

□家庭教育啓発相談事業【家庭・地域教育課】（再掲２(5)）
②家庭教育に関する親の多様な学びの場
の充実

○

保 護者自ら が自主的 に学習と 実践を行 おうとす る機運を 醸成する ともに、 悩
みや不安を抱える保護者等の負担を軽 減する。
・ 啓発冊子、インターネットや新聞 等による、子育てに対する啓発・支援
・ 電話相談に応じる相談員を配置し 、子育て相談等へのアドバイスの実施

○

子育て に関す る学習 機会や 情報の 提供、 相談
や 専門的 な人材 育成な どを関 係機関 が連携 して
行い、 多様な学びの場を創出

□PTA指導者支援事業【各教育局】（再掲１(1)）
③幼稚園・保育所等を活用した子育て支
援の促進
○ 幼稚園 、保育 所及び 地域子 育て支 援セン ター
が有す る人的・物的資源を活用した施設の開放、
保 護者同 士の交 流、情 報の提 供、子 育てに 係る
相談・ 助言などにより子育ての支援の促進

④企業による家庭教育支援の促進
○ 新たな 家庭教 育推進 協力企 業の増 加と、 協定
締結企 業の取組の継続を目指す
男女共 同参画 推進企 業認定 制度な ど他制 度等
との連 携による企業による家庭教育支援の促進

⑤親や大人がモデルを示す運動の推進

○

PTA 活動等の充実を図るため PTA を 対象に研修会を開催する。
PTA 組織の指導者養成研修会の開 催

・

□心とからだいきいきキャンペ−ン推進事業【教育総務課】（再掲１(1)）
○

子 どもたち の基本的 生活習慣 の定着を 図ること を目指し て、各種 啓発活動 を
実施する。
・ 就学前幼児向けリーフレットの作 成、いきいきキャンペーンかるたの活用
・ 関係機関・団体との積極的な連携 による事業の展開
（保護者認知率）１００％（Ｈ２０＝ ４１.３％）

□幼児版心とからだいきいきキャンペ−ン推進事業【子育て支援総室】
○ 小学校就学前の幼児を対象に基本的 生活習慣の定着を図る活動を実施する。
・ 心とからだいきいきキャンペーン 事業の全県一斉実施
・ 心とからだいきいきカレンダー

【再掲１‐ (１)】

□企業との連携による子育て環境整備事業【家庭・地域教育課】
（再掲１(1))

□基本的生活習慣の定着等による学力向上促進事業
【家庭・地域教育課】（再掲１(1)、２(1)）
□関係団体等と連携した「大人が変われば子どもも変わる運
動」の展開【青少年文教課】（再掲１(1)）
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１

生涯にわたって自ら学び、社会全体で子どもたちを育む体制づくり

(３)活力ある地域社会をつくる生涯学習の環境整備と活動支援
Ｈ２１成果と課題

①いつでもどこでも学べる環境づくり
ⅰ）生涯を通じて学ぶことができる環境づくりの推進・今日的課題について生涯学習機会の提供
・県民の生涯学習へのきっかけづくりあるいは総合的・体系的な学習機会として「とっとり県民カレッ
ジ」を開催。自身が講師として活動する「とっとりマスター」３人が新たに誕生するとともに、座学
コースでは1,055人（出席率70％）、 専門講座では52人（出席率80％）が受講。
・６団体が「自主的な生涯学習活動支援事業」を活用。さらに社会教育主事養成事業等を実施。

ⅱ）人権学習の推進
・人権教育企画者ステップアップ講座（市町村の人権教育指導者対象、全５回）を開催し、人権学習の
充実に取り組んだ。

ⅲ）読書活動の推進による知の地域づくり
・「大人も子どもも読書キャンペーン」や「読書フォーラム」などにより、県民の自主的な読書活動の機
運を盛り上げるとともに、県民が本を借りやすい仕組みづくりとして、企業文庫や駅舎文庫の設置な
ど、環境整備を進めることができた。今後の課題としては、家庭での読書活動の推進と良書にふれる
機会の提供が挙げられる。

ⅳ）公民館等社会教育施設の機能の強化と使用促進
・船上山少年自然の家・大山青年の家において、体験活動の新プログラムを開発しながら県民の利用促
進を図るとともに、積極的な情報発信を行い、自然体験活動のすばらしさを伝えることができた。
なお、高齢者向けのプログラム開発と青少年の抱える現代的課題解決のための事業を開発することが
課題である。
・公民館の振興に当たっては、実戦的な取組みに繋がるよう各地区毎に研修や検討等を行った。

ⅴ）図書館機能の充実
・県民自らの課題解決支援や県内各図書館の機能向上支援のため、「くらしに役立つ図書館推進事業」や
「市町村・学校図書館協力支援事業」等に取り組んだ結果、図書館での資料相談をきっかけに商品開
発した事例や県立厚生病院図書室への支援等、具体的な成果があがっている。
・郷土情報発信を進めるため、「鳥取の文学散歩」や「地域情報の調べ方案内」を新たにホームページ上
で公開し、県民の関心や各種情報へのアクセスの利便性が高められた。
・県民・地域の様々な課題に対応するため県立図書館の情報提供機能を一層向上させること、図書館活
用法の広報をさらに強化することが今後の課題である。

ⅵ）博物館機能の充実
・学校教育や社会教育などの中で利用・活用が図られるよう、郷土の歴史や自然、美術に関する展示や
講座の充実、企画展の充実に努め、来館者の90％以上の方が「満足」「大変満足」と回答。
・山陰海岸学習館では「山陰海岸ジオパークの地形・地質を学ぶ講座」を新たに追加し、地域の方々に
山陰海岸の新たな魅力を紹介。またジオパークの拠点施設として展示内容等の充実を図った 。
・平成２１年４月から条例を改正し、企画展開催中の土、日、祝日の開館時間を午後７時まで ２時間延
長し、午後４時以降の入館者の割合が概ね前年度より１％程度増加した。

ⅶ）高等教育機関との連携促進
・大学による講座、セミナー等が概ね順調に実施された。

- 10 -

Ｈ２２ 対 応 方 針

①いつでもどこでも学べる環境づくり
ⅰ）生涯を通じて学ぶことができる環境づくりの推進・今日的課題について生涯学習機会の提供
・専門講座の内容の一層の充実を図るとともに、自主的な活動を支援する団体の拡大を図る。

ⅱ）人権学習の推進
・受講者のニーズや地域の実態を踏まえた講座内容の工夫を図る。

ⅲ）読書活動の推進による知の地域づくり
・「国民読書年」を踏まえ、記念事業を通じた読書の楽しさを伝え、県民の読書活動に対する意識の高揚
を図るなどの取組みを進める。

ⅳ）公民館等社会教育施設の機能の強化と使用促進
・船上山少年自然の家・大山青年の家では、様々な年代の方の利用促進を図るため、年代に応じたプロ
グラム開発を進める。また、青少年の抱える現代的な課題解決のための事業開発にアプローチしていく。
・公民館プランの浸透を図り、各公民館の体制や取組みを充実を図り、活性化を推進する。

ⅴ）図書館機能の充実
・様々な関係機関との連携を保って、ビジネス、医療・健康、法律等をはじめとする従来の情報提供を
継続しつつ、子育て支援、地域活性化支援など県民・地域の新 たな課題に対応するための取り組みを
進める。

ⅵ）博物館機能の充実
・Ｈ21実施の電子アンケートによる県民ニーズも参考にしながら、魅力ある展覧会を計画する。
・広報活動の範囲を拡充し、さらに早い時期から周知に向けた活動 を開始して集客増につなげる。
・関係団体などと連携した活動内容について引き続き検討する。
・山陰海岸学習館では「山陰海岸ジオパーク」の拠点施設として必要な活動を展開する。
・来館者へのサービス向上につながるよう、アンケートを通して来館者等からの意見を聞きながら、博
物館運営を進めるとともに、本格的な接遇研修を実施する。

ⅶ）高等教育機関との連携促進
・高等教育機関側との役割分担の明確化、産学官連携における図書館の役割の啓発強化を図りつつ、引
き続き講座やセミナー等の開催の支援等を行う。

【 数値目標（平成25年度）】

２０
(実績)

∇とっとりマスター認定者数
∇人権教育指導者養成講座受講者満足度
∇県立博物館の入館者数(6.1万人:H19)

２１
(実績)＊

1人

4人

９３%

９７%

２２
(目標)

２３
２４
(目標) (目標)

２５
(最終目標)
10人
80％以上

8.3万人 6 . 4 万人 6.4万人 6.6万人 6.7万人

6.8万人

(2月現在)

∇公立図書館の個人貸出冊数
(人口一人当たり)
(4.65冊:H19)

4.8 冊 (4.8冊)

4.9 冊

5.0 冊

5.1 冊

・船上山少年自然の家利用者数
２７，６２８人 24,441人 24,200人 24,600人 25,000人
・船上山少年自然の家利用団体数
３２１団体
288団体 260団体 265団体 270団体
・船上山少年自然の家目標十分達成率
６５％
62％
59％
60％
61％
・船上山少年自然の家主催事業応募者数
3243人 1,695人 2,150人 2,200人 2,250人

5.2冊
(全国15位以内)
25,400人
275団体
62％
2,300人

(1月末現在)

・大山青年の家利用者数（幼児）
・大山青年の家利用者数（高齢者）
＊平成21年度の数値目標について、（

1,537人 (900人)
163人 (500人)

1,000人 1,100人 1,200人
600人 700人
800人

）は目標値を記入している。（以下、同様）
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1,300人
900人

取 組 の 方 向

Ｈ２２年度アクションプラン（数値目標等）

①生涯を通じて学ぶことができる環境づ □自主的な生涯学習支援事業【家庭・地域教育課】
くりの推進
○ 県 民自らが 企画実施 する生涯 学習活動 の成果を 発表する イベント （フェス テ
○ 県民 に生涯にわたって学べる場を提供する。
○ 学習成 果を地 域や家 庭など に還元 したり 、様
々 な社会 問題の 解決に 向けた 実践が できる 人材
育成の 推進

ィバルや展示会等）の経費を支援し、 その意欲を刺激する。
・ 小規模フ ェスティ バル、合 同発表会 等に取り 組む生涯 学習活動 団体に開 催
経費の一部を助成

□とっとり県民カレッジ事業【家庭・地域教育課】
○

②公民館等社会教育施設の機能の強化と
利用促進
○ 社会教育 施設が、地域 の「学習」「人 づくり・
地域づ くり」の拠点として機能するよう支援
○ 「鳥 取県公民館振興プラン」を推進
○ 高校生 を始め とする 青少年 が積極 的に関 わる
ことが できるような取組みの推進
○ 船上山 少年自 然の家 や大山 青年の 家にお いて
は 、幼児 や高齢 者にも 対応す るなど 、あら ゆる
世代の 利用促進を図る。

県 民が生涯 学習に関 わるきっ かけづく りとして 、総合的 ・体系的 な学習機 会
を提供する。
・ 主催講座 「未来を ひらく鳥 取学」の 開催。東 ・中・西 部会場ご とに座学 コ
ース（各会場：３００人募集）・専 門講座を実施。
東・中・西部会場ごとに座学コー ス(各会場：300人募集)・専門講座を実施
・ 連携講座：１５０機関９００講座 を内容により６コースに体系化して紹介
・ 取得単位 数などに応じて 、「奨励賞」「 とっとりマナビス ト」「とっとり マス
ター」の称号を授与。（とっとりマスタ ー）６人（Ｈ２１：４人）

□社会教育主事養成事業【家庭・地域教育課】
○

社 会教育主 事資格取 得を促進 し、県及 び市町村 教育委員 会の生涯 学習・社 会
教育推進のレベルアップ、体制整備を 図る。
・ 社会教育主事資格取得のためのエ ルネット講習の開催
・ 宿泊研修、現地研修、事業計画立 案の実際に関わる研修の企画・運営
（受講者数）１０人以上（Ｈ２１：１５ 人（一部取得４人を含む））

□船上山少年自然の家・大山青年の家利用促進【家庭・地域教育課】
○

自 然を利活 用し、青 少年等に 対して様 々な体験 活動を提 供してい る船上山 少
年自然の家及び大山青年の家の利用促 進を図る。
▽船上山少年自然の家運営費
▽船上山少年自然の家事業費
▽大山青年の家受入事業
▽「大山」自然が友だち ときめき 本物 体験事業
・ 各種主催事業の積極的な企画、実 施
・ 新たなプログラム開発
・ 利用団体のニ−ズに応える活動支援 の充実
・ 指導員派遣による出前指導の充実
・ 広報活動の充実
・ 青少年の現 代的な課題解決に向けた事業開発へのアプ ローチ
・ 自然体験活動指導者養成講座の実 施

（数値目標）＜船上山少年自然の家＞ 年間利用者数 ２５，４００人以上
年 間利用団体数
２７５団体以上
＜大山青年の家＞
年間利用者数 ３０，０００人以上
年間利用団体数
３５０団体以上

③今日的課題について生涯学習機会の提 □地域力(鳥取力)を高める公民館活性化モデル事業【家庭・地域教育課】
供【再 掲１‐(１)】
○ 地 域課題を 解決する 上で効果 を発揮し うる取組 み、多く の住民を 巻き込ん で
○ 今日的 課題に 対応で きる学 習機会 の積極 的な
提供

行く ための有 効な仕掛 けのある 取組み等 、「地域 力（鳥取 力）」を 高める県内 公
民館 の先進的 な取組み をモデル 事業とし て指定し 、具体的 な事業を 通してそ の
有効性を実証するとともに、成功事例 として情報発信し、県内に広げる。

□生涯学習センター運営費【家庭・地域教育課】
○ 生涯学習及び社会教育の拠点施設と しての施設の管理運営を円滑に行うため、
指定管理者に施設の管理運営を委託す る。

□地域づくりの拠点としての公民館振興事業【各教育局】
○ 市 町村にお ける生涯 学習・社 会教育の 推進を図 るため、 公民館長 等を対象 と
した研修会を開催する。
・ 公民館職員・社会教育主事等企画 能力向上研修の開催

□生涯学習だより「わくわく中部」の発行【中部教育局】
○

市町の生 涯学習・社会教 育の推進のため、 生涯学習・社会 教育にかかる様 々
な情報提供を図る（中部教育局のホーム ページ上の掲載、各市町へ送付）。

□中部地区社会教育担当者研修会の開催【中部教育局】
○ 社会教育主事等社会教育担当者が一 堂に会し、課題解 決に向けた研修を行い、
市町 における 生涯学習 ・社会教 育の充実 を図る（ 講演・研 究協議・ ワークシ ョ
ップ等）。
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□西部地区社会教育担当者研究協議会研修会の開催【西部教育局】
○

西 部地区社 会教育担 当者が一 堂に会し 、全体会 及び部会 で課題解 決に向け た
研修 を行い、 市町村に おける生 涯学習・ 社会教育 の充実を 図る（講 演・研究 協
議・ワークショップ・現地視察等）。
□学社連携の推進【東部教育局】（再掲１(1)）
□学社連携による生涯学習の推進【中部教育局】（再掲 １(1)）
□学社連携による生涯学習の推進【西部教育局】（再掲 １(1)）

④人権学習の推進
○

人権 尊重のまちづくりの推進

□人権尊重のまちづくり推進支援事業【人権教育課】（再掲１(1)）
□中部地区社会人権・同和教育担当者研修会の開催【中部教育局】
（再掲１(1)）

□西部地区人権・同和教育振興会議研修会の開催【西部教育局】
○

西 部地区の ＰＴＡ人 権教育推 進部員・ 行政担当 者・社会 教育及び 類似施設 職
員対 象の研修 会を開催 し、市町 村におけ る人権教 育の推進 に資する （講演・ 研
究協議・ワークショップ等）。

⑤読書活動の推進による知の地域づくり □家庭での読書活動支援事業【家庭・地域教育課】（再掲２(2)）
○ 幅広い 世代へ の読書 活動の 浸透と 県民が 本に
親しむ 「知の地域づくり」を推進

○

企 業文庫を 設置し、 従業員が 本を借り やすくす ることで 、家庭で 親子が一 緒
に読書に取り組める環境を整える。
○ 若 桜鉄道の 駅舎に本 を整備す ることで 、通学中 の中・高 校生や、 若桜鉄道 を
利用する方が、本に親しむことができ る環境を整える。

□読書活動推進事業【家庭・地域教育課】（ 再掲２(2)）
○

県 民の自主 的な読書 活動の取 組定着を 目指し、 あらゆる 世代の県 民が本に 親
しみ、家庭で、親子で読書を楽しむこ とが出来る環境づくりを進める。
・ 「大人も子どもも読書キャンペー ン」の展開
・ 国民読書年推進啓発事業の開催
・ 鳥取県子どもの読書活動推進委員 会の開催

⑥図書館機能の充実
○

くら しや仕事に関する様々な情報収集を行い、
県民が 自ら課題解決するための支援拠点とする。
○ 他の 情報提供機関との連携・ﾈｯﾄﾜｰｸ化を進め、
それを 活用した資料相談を拡充する。

□くらしに役立つ図書館推進事業【図書館】
○

県民の仕事や生活に役立つ情報提供 の徹底
関係機関 等との緊 密な連携 による「 ビジネス 支援」、「医療・ 健康情報サ ー
ビス」、
「 法情報サービス」等の継続(健康情報サービスに関する講座の 開催他)
・ ビジネス 、医療・ 健康、法 律等の情 報提供サ ービスを 統合した 形の「働 く
気持ち応援コーナー」の設置による 総合的な情報支援体制の強化
・ 子育て支援、地域活性化支援への 取り組みを開始
・ 各種文献情報を検索できる商用デー タベースや専門雑誌の充実 他
・

□市町村・学校図書館協力支援事業【図書館】
○

市 町村立図 書館、学 校図書館 等を支援 し、県内 図書館ネ ットワー クの要と し
て県全体の図書館サービスの高度化を 図る。
・ 図書館間 の資料搬 送及び遠 隔地利用 者に資料 を宅配す る「物流 システム 」
の運用
・ 各種研修機会の提供、巡回相談等
・ 「鳥取県図書館横断検索システム」 の運用による利便性向上
・ 県民の図書館利用研修会
・ 鳥取県図書 館大会 他

□郷土情報発信事業【図書館】
○ す ぐれた郷 土資料（ 地域資料 ）の収集 ・保存を 進め、資 料の利用 促進を図 る
ため のデータ ベース化 を進める とともに 、郷土資 料の利用 啓発、郷 土出身者 の
顕彰、郷土関係文学者に関する情報発 信等を行う。
・ 「国民読書 年」関連行事（記念講演会、おはなし大会 他）

□子ども読書活動推進事業【図書館】
○

図 書館職員 、学校・ 幼稚園・ 保育所職 員及び保 護者等に 様々な研 修機会を 提
供し、「子どもに本を手渡す大人」を 育てる。
○ 読み 聞かせや本の紹介な ど、子どもから大人 までそれぞれの対象に応じた 実践
や情報発信を行い、本の楽しさ、面白 さを伝える。

□環日本海図書館交流事業【図書館】
○ 環日本 海諸国（地 域）に関 する資料収 集・情報発 進、関係諸 国（地域）図 書
館との図書交換等を行い、県民の交流 や異文化理解を支援する。
（翻訳絵本の読み聞かせ 他）
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⑦博物館機能の充実
○ 本県の 自然、 歴史、 民俗、 美術等 につい て、
展 示、講 演、体 験活動 等によ り、県 民が楽 しく
学 び、感 動を覚 えるよ うな「 魅力あ る県立 博物
館」づ くりを推進

□企画展開催費【博物館】
○ 鳥取県の 自然･歴史美術 に関するものや世 界的・全国的に 貴重なものにつ い
て、資料、作品と研究成果等を企画展 として広く県民に紹介する。
・ 楊谷と元旦(22年5月22日〜6月20日)
・ シーラカンス(22年7月17日〜8月29日)
・ 海と生きる(22年10月9日〜11月14日)
・ 生誕１００年 彫刻家 辻晉堂展(22年11月 27日〜23年1月10日)
・ イラストレーター毛利彰の仕事(23年2 月26日〜3月27日)
（企画展・常設展への入館者数）H22目 標 ５.４万人（H21実績＝５.１万人)

□博物館普及事業費【博物館】
○

学 校教育、 社会教育 などの中 で博物館 を利用し 、展示解 説や体験 活動を通 し
て、郷土の歴史や自然、芸術に関する 知的感動を与える。
・ 館内外で の各種講 演会、ワ ークショ ップの開 催や県内 各地で移 動博物館 、
美術館の開催
・ 博物館資料を学校教育活動や児童 生徒への学習に提供
（普及活動（講座、相談等）への 入館者数）
H22目標 ０．３万人（H21実績 ＝０．３万人)

□自然事業費、人文事業費、美術事業費【博物館】
○

資 料の収集 、修復や 調査・研 究を円滑 に推進し 、その成 果を各種 展示や教 育
普及活動に反映する。
・ 学芸員による調査研究
・ 資料の製作、購入および修復、保 存
・ 常設展示室の展示替え、メンテナ ンス
・ 郷土の美術作家や美術事業に関す る調査
・ 美術作品のコレクションの充実

□『山陰海岸ジオパーク』の魅力を学ぶ講座開催費、山陰海
岸学習館運営費【博物館】
○ 『 山陰海岸 ジオパー ク』の拠 点施設と して、地 元自治体 や民間団 体と連携 し
て『 山陰海岸 ジオパー ク』の魅 力を多く の方に伝 える講座 の開催や 講演会等 へ
の講師の派遣等を行う。
・ ジオパークについて楽しく学ぶ主 催講座の開催
・ 学校や民 間団体等 が主催す る学習会 、ボラン ティア養 成講座等 への学芸 員
の派遣
○山陰海岸学習館の管理運営や資料の 収集、調査研究等を行う。
・ 学芸員によ る調査研究
・ 資料の製作 、購入および修復、保存
・ 常設展示室の展示替え、メンテナ ンス
（入館者数）H22目標 ０．７万人（H21実績 ＝１．０万人)

⑧高等教育機関との連携促進 【 再 掲 ６ ‐ □高等教育機関との連携促進【図書館】（再掲６(2)）
(２)】
○ 高等教 育機関 の公開 講座等 との連 携によ る、
住民の 学習機会の拡大

○

大学とのタイアップによる講座等の 実施
・ 鳥取大学サイエンスアカデミー
・ 鳥取環境大学公開講座
その他随時協議のうえ事業を実施
○ 鳥取大学地域貢献事業への協力
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２

「知」「徳」「体」のバランスの取れた学校教育の推進

(１)学力向上の推進
Ｈ２１成果と課題
①学校と家庭が協働した学力向上
・学校支援地域本部事業や基本的生活習慣の定着等による学力向上促進事業を実施するなど、市町村教育
委員会・学校とＰＴＡ等との連携促進に努めた。

②自らの将来に夢や目標を持ち、主体的に学習する児童生徒の育成、及び③基礎学力の確実な定着と
さらなる伸長
・県教育課程研究集会において実践課題に対応した内容を工夫したり、県刊行物を 有効活用するなどして、
新学習指導要領の趣旨や移行措置の周知を図った。また、新学習指導要領に位置付けられた外国語活動
の円滑な導入に全市町村に拠点校を設け取り組んだ。
・子どもたちの学力や学習の状況、学校の課題等の情報を地域で共有し、地域とともに学力向上 に取り組
む事業を推進するため「とっとり学力向上支援プロジェクト」や家庭や地域と連携した学習習慣の確立
のため「勉強がんばろうキャンペーン」の交付金制度を創設したところ、すべての市町村で活用・実践
が図られた。今後は、各市町村で進められた取組みの成果等について情報を共有し、市町村の 取組みが
さらに促進されるよう支援していくことが求められる。
・少人数学級（小学校１・２年生の３０人学級、中学校１年生の３３人学級）を継続実施し、個に応じた
きめ細かい指導によって学力向上に多大な効果を上げている。
・県立学校では、学校裁量予算を活用した各校独自の学力向上事業に取り組むとともに、学校間連携や異
年齢との交流により、生徒の自尊感情や自己有用感の育成が図られた。
・実戦的起業家教育（アントレプレナー）やキャリア教育等の充実により、積極性やチャレンジ 精神、勤
労観の育成を図ることができた。
・今後は、学校間、学科間の連携による取組を充実させる必要がある。
・合同勉強合宿を初めて実施し、学校の枠を超え、切磋琢磨し合うことで学習意欲や進路意識が高まった。

④教員の授業力向上
・エキスパート教員による授業公開や県外教員との交流事業により、学校の枠を超えた授業研究の機運が
高まった。今後は、地域バランスや教科バランスを考慮してエキスパート教員を増員することが求めら
れる。
・ＡＬＴや優れた技術等を有する外部人材の活用により教員の専門性が高まり、授業力の向上につながっ
たが、外部人材の固定化があり、新たな人材の発掘が必要。

⑤カリキュラム改善
・平成２３年度の完全実施に向け、県内全小学校で「外国語活動」を教育課程に位置付け、全市町村に拠
点校を１校以上配置し、外国語活動の授業づくりの推進とその成果の近隣校への拡充に努めた。
・産業界からのアドバイザーの招聘や教員の企業での研修などによりカリキュラムの改善が進み、教育界
と産業界とのネットワークの構築、生徒・教員・企業のそれぞれの意識の変革を図ることができた。
・恒常的なカリキュラムの改善を図るための学校毎の組織づくりが課題。

⑥児童生徒へ理科・科学やものづくりの楽しさや本質を伝える。
・小学校の授業や実験のサポート等を行う理科支援員を配置するとともに、高等教育機関で科学技術や科
学知識を学ぶ「中・高校生科学ゼミナール」及び著名な科学者による科学講演会「楽しむ科学教室」等
を開催し、最先端の科学にふれる機会を提供した。
・「中・高校生科学ゼミナール」は、定員２００名に対して受講生が１１９名と少なかったことから、生徒
の参加意欲を促す質の高い企画及び参加を働きかける体制づくりが課題。

Ｈ２２ 対 応 方 針
①学校と家庭が協働した学力向上
・関係機関（市町村、ＰＴＡ、ＮＰＯ等）と綿密な連携を図りながら、地域の課題や実態を踏まえた取組
みを推進し、その成果や効果の効果的な発信に努め、県全体への広がりを進める。

②自らの将来に夢や目標を持ち、主体的に学習する児童生徒の育成、及び③基礎学力の確実な定着と
さらなる伸長
・新学習指導要領の完全実施に向けて、今までの課題を踏まえた取組みを行う。
・「とっとり学力向上支援プロジェクト」、「勉強がんばろうキャンペーン」のより一層の周知と活用の促進
を図る。
・学校及び市町村が全国的な状況とのかかわりの中で取組みの検証を行うとともに、児童生徒の指導改善
に役立てることができるよう、全国学力・学習状況調査を希望利用する場合においても、採点
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や集計に係る経費を支援する。
・効果が期待される学校独自の学力向上策、難関大学を目指す生徒のための合同合宿とともに、実戦的起
業家教育（アントレプレナー）やキャリア教育等を推進する。
・少人数学級や少人数指導等を継続するとともに、効果的な指導形態や指導方法等有効な個に応じた指導
の在り方について検討を進める。
・留学希望者の相談窓口を設置するとともに、英語弁論大会や課題研究発表大会の優秀者に海外で交流す
る機会を与え、将来の海外留学の意欲喚起につなげる。

④教員の授業力向上
・地域や教科のバランスを見通しつつエキスパート教員の認定拡大・活用を進めるとともに、県外教員と
の授業実践交流等を推進。

⑤カリキュラム改善
・小学校５，６年の「外国語活動」の平均授業時数を完全実施に併せ年３５時間に近づける（H21＝30.4
ｈ）とともに、拠点校を中心に、小・小連携も意図したモデル的取組みをさらに推進する。
・外国語活動における小学校教員とのＴＴの在り方について、授業協力者を対象とした研修会を実施。
・教育界と産業界とのネットワークを維持するとともに、工業以外の学科については新たに構築する。
・商工労働部と連携し県内産業界が求める人財像を把握しその育成・定着方策を検討するとともに、全て
の専門高校を対象に地域を担う人財育成事業に新たに取り組み産業界と学校とのネットワークによる研
修等を実施する。

⑥児童生徒へ理科・科学やものづくりの楽しさや本質を伝える。
・事業実施に当たり、理科支援員の周知と中学生への働きかけに配慮を行う。
・関係機関の連携強化を図り、生徒や 学校現場への広報と参加の働きかけに努める。

【 数値目標（平成25年度）】
∇大学・短大等進学率

２０
(実績)

(43.9％:H19)

２１
(実績)

２２
(目標)

２３
２４
(目標) (目標)

43.6％ (未定)％

∇学校以外で平日60分以上学習(宿題
や予習・復習)している児童生徒の
割合【再掲１−（２）】
小学６年
52.6％
中学３年
64.0％

２５
(最終目標)
50.0％(H30)

60％
70％

56.3%
61.8%

∇学力の二極化の傾向の解消(全国学
力・学習状況調査及び高校入試結果 二極 化 の 二 極 化 の
で評価)
傾向あり 傾向あり

二極化の解消

∇(小中)将来の夢や目標を
持っている児童生徒の
増加(全国学力・ 学習状況

小学６年
中学３年

81.2％
69.5％

84.7％
69.1％

対前年増
対前年増

(高校)進路希望の実現の
ため目標に向かって努
力している生徒の増加

高校２年

47.1％

※ -

対前年増

小学６年
中学３年
高校２年

59.8％
51.5％
40.8％

調査 )

(高校生アンケ−ト )

∇学ぶ意欲・態度に関す
る項目の肯定的な回答の
増加(全国学力・学習状況調
査及び 高校生アンケ−ト)

・〔東部地区〕「学ぶ意欲の向上」の
取組推進校率

６校

62.0%
53.2%

※ -

５校

・
〔東部地区〕総合的な学習の時間の 小40％ 小80％
カリキュラムの作成率
中30％ 中60％
・
〔東部地区〕英語活動のカリキュラ
ムの作成率

20％

対前年増
対前年増
対前年増

80％

５校

小学校 中学校
100％
100％
100％

※高校生アンケートは２年に１回実施のため、実績は隔年調査。
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５校

−

２０校
100％
100％

取 組 の 方 向

Ｈ２２年度アクションプラン（数値目標等）
□理科支援員等配置事業【小中学校課】

①児童生徒の目的意識の育成
○ 地域や 企業と 協働し 、県の 経済や 様々な 社会
動向に ついての体験活動や探究的な学習を深め、
自らの問 題として考える気運を醸成
○ 進路や 生きる 意味を 考える 等の講 演会な ど、
児 童生徒 に自ら の進路 を考え させる 取組み を推
進
○ 中・高 ・大学 が連携 した取 組の充 実によ り、
生徒の 上級学校への進学意欲を高める。
○ 読書活 動を通 して、 児童生 徒が自 らの将 来に
夢や目 標を抱く取組みを推進
○ 科学や ものづ くりに 触れ、 その素 晴らし さを
体験し 、科学的思考力などを養う機会を増やす
○ 頑張る 大人の 姿を児 童生徒 に紹介 するな ど、
進路指 導やキャリア教育の充実を図る。
○ 個々の 生徒に 応じた きめ細 かな進 路指導 や科
目選択 指導を行う。
○ 就職 に必要な資格取得の促進

○

小 学校に授 業のサポ ートや実 験の準備 ・支援、 教材や物 品の整理 などを行 う
理科支援員を配置し、小学校５・６年 生の理科の授業を充実させる。

□とっとり学力向上支援プロジェクト【小中学校課】（再掲１(1)）
○ 子 どもたち の学力・ 学習状況 などの情 報を地域 と共有し 、地域と ともに子 ど
もた ちの学力 向上に取 り組もう とする意 欲的な市 町村や、 生活・学 習習慣や 基
礎基 本の定着 をめざし て学校・ 家庭が協 力して積 極的に取 り組む市 町村を支 援
する。

□全国学力・学習状況調査活用支援事業【小中学校課】
○

全 国学力・ 学習状況 調査を希 望利用す る場合の 採点等に かかる補 助金を交 付
し、 学校や市 町村によ る学力向 上に向け た取組み の検証や 児童生徒 の指導改 善
を支援する。

□エンジョイ！イングリッシュプロジェクトｉｎ鳥取
【小中学校課】
○ 新 学習指導 要領で位 置づけら れた小学 校５・６ 年生の外 国語活動 の円滑な 導
入に 向けて、 英語に慣 れ親しみ 、英語で コミュニ ケーショ ンを図ろ うとする 積
極的な態度の育成を推進するため、希 望する全市町村に拠点校を設ける。

□鳥取県教育スタンダードの策定【小中学校課・高等学校課】
※「鳥取県教育スタンダード」は、今後 、学校や児童生徒、地域に示す予定

②家庭における学びの習慣づくり 【再掲１ □次世代改革高校生学力向上推進事業【高等学校課】
‐(２)】

③基礎学力の確実な定着
○ 長期休 業の総 日数や 授業時 間の弾 力化よ り学
習時間 を確保
○ 各学 校における放課後学習・補充授業の推進
○ 少人数 指導や ティー ムティ ーチン グなど 一人
ひとり を大切にしたきめ細かな指導の推進
○ 学校 教育ボランティアの授業等への活用推進

○ 学 校間の連 携を深め 、生徒が 互いに切 磋琢磨し 合う機会 を設ける とともに 、
教員 同士が切 磋琢磨し 合い教科 指導力を 向上させ ることに より、進 路実現に 向
けて 生徒の学 力を向上 させ、夢 や希望に 向かって 果敢にチ ャレンジ する意欲 ・
態度を育成する。
・ 教科指導力向上事業
・ 学力向上チャレンジ事業
・ 生徒の進路意識向上事業
・ 保護者への進路情報発信事業
・ 県立高校学力向上チャレンジ・サ ポート事業

□地域を担う人財育成事業【高等学校課】
○

地 域産業の 担い手と なる人財 育成のた めの具体 的施策を 立案・実 施するた め
の産 業界と学 校のネッ トワーク を構築し 、地元産 業界から の講師の 招聘や教 員
の地元企業での研修等の連携した取組 を実践する。
・ 県、各学校のネットワーク会議の 開催
・ 社会人講師 の導入

④進路実現に向けて、一人ひとりの学力
を伸ばす教育

□地域産業の担い手育成プロジェクト事業【高等学校課】
○ 探求（ 探究） 的な学 習を行 った成 果発表 会や
各教科 における言語活動等の充実
○ 科学技 術の発 展に寄 与する ため、 理数教 育を
重視す る。
○ 国際 化社会に対応した外国語教育の充実

○

学 校が地域 産業を理 解し、教 育内容の 水準を高 めていく ために、 学校が産 業
界と 連携して 人財育成 を行って いくシス テムや実 践してい くための 協力体制 を
構築する。
・ 専門高校 と地元産 業界を中 心に大学 、行政を 加えた「 人財育成 連携推進 委
員会」を設置し、ここで検討したモ デルプログラムを実施する。

□専門高校活性化支援事業【高等学校課】
○

⑤教員の授業力向上【再掲３‐(３)】

経 営者・創 業者を生 み出すた めだけの 教育では なく、高 校生が実 社会と関 わ
る中で、新しい物の見方や考え方がで きる創造力や判断力、人を説得し周りを
巻き 込んでい くコミュ ニケーシ ョン力、 新しいア イディア を実行す るために 必
要なチャレンジ精神や決断力などを育 成する。
・ 地域産業 と連携し 、可能な 限り企業 体に近い 運営方法 による実 践プログ ラ
ムを調査研究する。

⑥カリキュラム改善
□キャリア教育充実事業【高等学校課】
○ 高等学 校の学 科・コ ースを 社会の ニーズ に応
じ、新 しい社会を創造できるものへ改編
○ 地域産 業と連 携した 専門高 校のカ リキュ ラム
の改善
○ 体験活 動や探 究（探 求）的 な学習 をカリ キュ
ラ ムに取 り入れ 、生徒 のチャ レンジ 精神、 創造
力、コ ミュニケーション能力などを養成

○

生 徒が自分 の将来に 明確な目 標を持ち 、社会人 ・職業人 として自 立してい け
るよ うに、社 会のニー ズ等を踏 まえ、生 徒一人一 人の特性 に応じた 進路指導 の
改善や資格取得の促進を行うなど、キ ャリア教育の充実を図る。
・ 就職支援相談員の配置（定数）
・ 農業後継者のつどいに対する助成
・ 県外先進地農家留学研修
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○ インタ ーンシ ップを 積極的 に展開 すると とも
に、デ ュアルシステムの導入を検討
○ 優れた 芸術に 触れる 機会を カリキ ュラム の中
に取り 入れることを検討

□中高連携推進事業【高等学校課】
○

中学生や保護者及び中学校の教員等 の高等学校に対する理解促進を図る。
高等学校体験入学と参観週間の実 施
進路指導資料「輝け！夢」作成し 、県内全ての中学２年生に配布

・
・

□授業への外部講師活用事業【高等学校課】
○

⑦少人数学級の継続【再掲３‐(２)】
○

少人 数学級の継続

地域社会 と連携した高等 学校教育(教育の アウトソーシン グ）を推進する とと
もに 、高校生 に健全な 社会人と なるため の自覚を 促し、ま た専門教 科への興 味
関心や学習意欲の高揚を図り、自らの 進路に対する意識を明確化させる。
・ 先端技術 や各教科 に関する 専門分野 の優れた 知識・技 能を有す る一般の 社
会人や大学教員を、各教科の一部領 域を講義する講師として招聘する。

□少人数学級の継続実施【小中学校課】（再掲３(２））
○

小学校１,２年生及び中学校１年生に おける少人数学級の継続実施。

□外国語教育改善指導費【高等学校課】
○

社 会的、経 済的、文 化的活動 において グローバ ル化が進 行した現 代社会に お
いて必要となっている外国語教育の充 実を図る。
・ 外国語指導助手（ＡＬＴ）の配置 (２３人）
・ 日本人英語担当教員の海外派遣研 修（派遣予定国）
２ヶ月 ２人（アメリカ、イギリス、 オーストラリア）

□地域産業との連携による産業教育充実事業【高等学校課】
○

専門高校 において、県内 外の専門家(地元 産業界、大学等 ）と連携して本 県産
業界 を担う人 材を育成 する教育 プログラ ムを構築 し、産業 教育の活 性化を図 る
とともに専門高校の活力を高める。
・ 学校単位で専門学科教職員と地元 企業等の検討委員会を実施
・ 産業界か らアドバ イザーを 専門高校 へ招き、 そのアド バイスを 参考に各 学
校がカリキュラムの改善策を検討・ 実施

□鳥取県学校教育の方針の作成【小中学校課】（再掲３ (3)）
□教育課程研究集会の実施【小中学校課】（再掲３(3)）
□少人数学級の継続【小中学校課】（再掲３(2)）
□授業力リーダー養成「エキスパート教員認定制度」
【小中学校課】
（再掲３(3)）

□みんなでチャレンジ教材開発事業【教育センター】（再掲３(4)）
□地域による学校支援推進事業（学校支援地域本部事業）【家庭
・地域教育課】（再掲１(1)）
□基本的生活習慣の定着等による学力向上促進事業【家庭・地域教育
課】（再掲１ (1)、１(2)）
□「おやじの会」との連携による地域教育力向上事業【家庭・地域
教育課】（再掲１(1)、２(2)）
□新学習指導要領への円滑な移行を支援【東部教育局】（再掲３(3)）
□西部地区教育実践力推進事業【西部教育局】（再掲３ (3)）
□楽しむ科学まなび事業【青少年・文教課】（再掲６(2)）
□教職員研修事業、学校教育支援事業【教育センター】（再掲３(3)）
□「学ぶ意欲の向上」を図る取組の推進【東部教育局】（再掲３(3)）
□人間性・社会性を基盤とした授業研究支援事業【中部教育局】
（再掲３(3)）
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２

「知」「徳」「体」のバランスの取れた学校教育の推進

(２)豊かな人間性、社会性の育成
Ｈ２１成果と課題
①道徳教育や人権教育の充実
・各小・中学校の道徳教育担当者を対象に地区別研修会を開催するとともに、鳥取県道徳教育研究大会を
開催し、新学習指導要領の趣旨や内容の周知徹底が図られ、県内各小中学校の道徳教育全体計画が改善
された。なお、完全実施に向けて、研修内容の更なる精選と充実が求められる。
・道徳教育中央指導者研修会や中国・四国ブロック別指導者研修へ教員等を派遣し、その成果を県内各校
に還元した。
・人権教育実践事業を３小学校１地域で行うことにより、自校で決定した育てたい資質・能力を全教育活
動を通じて育てていくためのプラン作成についての研究を行い、その成果を県内の小中学校に周知を図
ることができたが、プランに沿って具体的な人権学習の指導方法の開発が課題である。

②読書活動の推進
・全小中学校に司書教諭を配置、新任者を対象に校種別に研修会を実施。
・全県立学校に司書と司書教諭を配置、全県立高校で読書活動を支援する読書キャンペーンを実施。

③体験活動・文化芸術活動の充実
・県立高校の文化部活動の活性化、継承者の育成を図るため支援事業を実施。
・赤ちゃんとのふれあいを通じて子どもたちの豊かな心を育む取組みや教育相談員等を活用したコミュニ
ケーション能力を築く取組みをモデル的に実施、成果と課題をまとめ各校の参考にした。
・農林漁家への民泊を通して豊かな人間性を育成するため、子ども農山漁村交流プロジェクトを佐治町で
実施。子どもの自主性の向上や仲間作りの促進に成果があり、取組みの効果を研修会等で周知した。
・小中学校では、市町村教育委員会や学校単位で他県や他国と様々な交流活動が行われ、多くの高校では
海外への研修旅行や海外の高校生との交流を定期的に実施するなど、異文化理解の促進と国際感覚を養
成を図っている。

④不登校・いじめ問題等への取組み
・全公立中学校に「スクールカウンセラー」、小学校１３校に「子どもと親の相談員」、「スクールソーシャ
ルワーカー」を学校や市町村教育委員会（４市町）に配置するとともに、全県立高校に「スクールカウ
ンセラー」や東・中・西部各地区に「教育相談員」を配置したり、「市町村教育支援センターの運営費補
助」など市町村の取り組みを支援するなどによって、教職員の的確な生徒対応や児童生徒・保護者・教
職員の負担軽減を図り、不登校児童生徒数はここ数年減少傾向にあるところ。
・生徒のソーシャルスキルを育成するための核となる教員の養成が必要。
・教育センターでは「ハートフルゆにっと」や「Ｑ−Ｕ」等により、ひきこもりや不登校の生徒支援を実
施するとともに、各教育局では学校訪問等をとおして課題把握と指導助言を実施。

Ｈ２２ 対 応 方 針
①道徳教育や人権教育の充実
・鳥取県道徳教育研究大会や道徳教育推進事業指定校の実施、道徳教育中央指導者研修会等への教員派遣
を行うとともに、道徳教育推進教師を中心に新学習指導要領の周知を進める。
・各小・中学校では、自校の道徳の時間の公開を進め、その取組みを保護者・地域に知らせていく。
・人権尊重のための行動化に必要な力を育成するための「体験」を中核に置いた指導方法を研究し、その
導入を図る。

②読書活動の推進
・司書教諭の活動時間数を確保したり、指導力向上研修を行うことにより、学校図書館を活用した授業づ
くりや校内体制づくり、読書活動の一層の推進を図る。

③体験活動・文化芸術活動の充実
・学校での芸術鑑賞教室等の実施に当たり、市町村や学校の教員のより主体的な参加を推進する。
・異文化理解と国際感覚を身につけるため、高等学校等においても引き続き研修旅行や学校間交流を進め
ていく。

④不登校・いじめ問題等への取組み
・本県の不登校児童生徒の割合はピーク時より一定の改善は見られるが、小学校における出現率は依然と
して全国平均より高い状況にあり、孤立感を深める保護者や関係機関との連携を十分に深めながら、引
き続き相談活動等を充実させていく。
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【 数値目標（平成25年度）】

２０
(実績)

∇小中学校で「道徳の時間の授業を公
開」(全て又は一部の学級で実施)
小学校：99.3％(H19)
中学校：100％(H19)

２１
(実績)

２２
(目標)

２３
２４
(目標) (目標)

100％ ※ 100％ ※ -

∇朝の一斉読書(朝読)の実施率
小学校： 94.6％
中学校： 95.0％
高 校： 45.8％

２５
(最終目標)

100％に近づける

継続

97.0％
94.0％
55.0％

100％
100％
60％

＊高校は一斉読書 の実施率

∇１日に全く読書をしない児童生徒
小学６年：
中学３年：

16.7%
30.8%

15.8%
31.3%

−%

−%

限 り なく ０ に 近 づ
ける

∇児童生徒が文化芸術に触れる機会を
持つように努める⇒２年に１回以上
【再掲４− （１）】

（現状71.8％(H18及び19に文化芸
術に触れた学校の割合)）

100％

※ 学校における鑑賞教室等に関 する実態調
査（H19)

∇小・中学校とも不登校の出現率の減
H19 不登校出現率 小学校0.43 ％ 小0.40％
中学校2.53 ％ 中2.46％
高 校1.52 ％ 高1.44％
・
〔東部地区〕不登校児童生徒への組
織的対応が十分できた学校

60％

全国平均を下回
るとともに、限
りなく０に近づ
ける

※ ※ ※ 80％

※学校における鑑賞教室等に関する実態調査は５年に１回の調査のため。
また、Ｈ21実績からの「学校教育成果と課題」で実態を把握する予定。
Ｈ21の不登校出現率は、国の調査結果が出るのが秋頃の予定。
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100％

100％(自己評価)

取 組 の 方 向
①道徳教育や人権教育の推進
○

学級及 び学校 生活上 の人権 に係る 諸問題 の解
決 に向け た学習 と人権 の概念 や生命 の尊重 、学
級のル ール作り等の学習を推進
○ 幼・小 ・中・ 高・特 別支援 学校で の道徳 教育
の一層 の推進

Ｈ２２年度アクションプラン（数値目標等）
□鳥取県道徳教育研究大会の開催【小中学校課】
○

鳥取県道徳教育研究大会を開催し、 道徳教育の一層の推進を図る。

□道徳の授業の公開【小中学校課】
○

小中学校で道徳の授業公開を推進す る。

□人権教育実践事業【人権教育課】
○

人権教育推進のための先行研究を実 施する。
学級や学校生活の向上に結びつく 「体験」を中核に置いた学習事例の開発

・

□県立学校人権教育推進支援事業【人権教育課】
○

各学校の課題解決に即した事業に対 する支援を実施する。
生徒に人権尊重の社会づくりの担 い手としての自覚を育てる人権学習

・

②読書活動の推進
○

朝読 書をはじめとする読書活動の実施を推進

□司書教諭の全校配置【小中学校課】
○

全小中学校に司書教諭を配置し、読 書環境の充実に努める。

□読書活動による人間力向上事業【高等学校課】
○ 学校図書館の読書センター・学習情 報センターとしての機能を高める。
・ 集団読書等の充実
・ 読書キャンペーン活動の支援
・ 司書教諭の養成及び司書教諭研修 会の開催

□家庭での読書活動支援事業【家庭・地域教育課】（再掲１(3)）
□読書活動推進事業【家庭・地域教育課】（ 再掲１(3)）
③体験活動・文化芸術活動の充実
○

体験 活動を推進し、命や自然を大切 にする心、
人 を思い やるや さしさ 、社会 性、規 範意識 など
の育成
○ 教育現 場に、 児童生 徒が芸 術・文 化に触 れ、
感 性を磨 き、創 造力、 コミュ ニケー ション 能力
を高め る機会を確保
○ 文化 部活動が充実するための支援
○ 教育現 場や地 域で、 子ども たちや 若者が 芸術
・ 文化に 触れ、 感性を 磨く機 会の確 保【再 掲４
‐(１) 】

□韓国江原道との交流事業【小中学校課】
○ 韓 国江原道 の児童生 徒と鳥取 県の児童 生徒が交 流を行う ことによ り、児童 生
徒の識見を広め、国際感覚の育成を図 る。

□文化部活動充実支援事業【高等学校課】
○

文 化部活動 を活性化 し、文化 芸術活動 に対する 気運を高 めるとと もに、文 化
芸術活動の継承者を育成する。
・ 地域指導者、専門指導者の招聘
・ 郷土芸能備品の整備
・ 県高等学校文化連盟の活動に対す る補助
・ 合同練習会等の開催支援

□心のふれあいプロジェクト指導者養成事業【家庭・地域教育課】
○

赤ちゃんとのふれあいを通じて子ど もたちの豊かな心を育む。
指導者養成講座の実施
心のふれあいプロジェクトフォーラ ムの開催

・
・

□未来のパパママ育み事業【子育て支援総室】
○ 近 い将来、 親となる 高校生等 を対象に 、親とな るための 自覚と子 育てへの 関
心・理解を深めてもらう。。
・ 未来のパパママ育み出前教室の開催

□「おやじの会」との連携による地域教育力向上事業
【家庭・地域教育課】（再掲１(1)、２(1)）
□芸術鑑賞教室開催費【文化政策課】（再掲４(1)）
□小学校における音楽ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ体験ﾓﾃﾞﾙ事業【文化政策課】
（再掲４(1)）

④郷土を愛する姿勢の育成

□ジュニア郷土研究応援事業【青少年・文教課】（再掲２ (4)）

○

地域 の特色を生かした、人 材や文化財、歴史、
自 然など の地域 や県に ある財 産を子 どもた ちが
共有で きる取組みの推進

⑤文化財を大切にする機運の醸成 【再掲４ □情報発信「鳥取県の文化財」【文化財課】（再掲４(2)）
‐(２)】

□情報発信「とっとり弥生の王国」【文化財課】（ 再掲４(2)）
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⑥相談体制の充実、関係機関との連携強 □スクールカウンセラー活用事業【小中学校課】
化
○ 学 校の相談 体制の充 実を図る ため、ス クールカ ウンセラ ーや子ど もと親の 相
○

いじめ 、不登 校や中 途退学 などの 生徒指 導上
の 課題に 対応す るため 、学校 におけ る相談 体制
の充実 と関係機関との連携強化

⑦いじめ問題の未然防止に向けた取組の
推進
いじめ の問題 へ教職 員の認 識を高 め、問 題に
適 切かつ 効果的 に対応 できる 体制を 整え、 未然
防 止に向 けた子 どもの 社会性 の育成 、主体 的な
組織作 りや教育活動を支援する取組みの推進

談員を配置する。
全 県公立中 学校の教 育相談担 当教員と スクール カウンセ ラーを対 象にした 連
絡協 議会を開 催し、い じめや不 登校等へ の対応と 未然防止 、効果的 な相談体 制
の構築方法などについて研究協議を行 う。
○ 不 登校対応 ネットワ ーク構築 検討委員 会の開催 により、 教育支援 センター 等
関係機関との連携を図る。

○

○

□スクールソーシャルワーカー活用事業【小中学校課】
○

教 育・社会 福祉関係 の専門的 な知識や 技術を有 するスク −ルソ− シャルワ −
カ−を学校等に配置し、不登校等の問 題解決への対応を図る。

□教育支援センター運営費補助事業【小中学校課】
○

激 変緩和の ため３年 限りとし ていた平 成１９年 度から２ １年度ま での補助 事
業（ 県１／２ ）は、市 町村から の強い要 望があり 、更なる 激変緩和 措置とし て
補助率を１／３に下げて２年間運営費 の補助を行う。

□不登校対策事業【小中学校課】
○

本 県の不登 校児童生 徒の割合 はピーク 時より一 定の改善 は見られ るが、今 後
も支 援が必要 な状況で あるため 、小中学 校へ不登 校対応教 員を配置 するとと も
に、 小学校へ は子ども と親の相 談員を配 置したり 、教育支 援センタ ー相互の ネ
ット ワークの 構築を推 進するな どして、 不登校の 未然防止 や一人で も多くの 不
登校児童生徒の学校復帰を目指す。

□教育相談事業【教育センター】
１

教育相談事業の充実
○ 電話相談、来所相談、訪問相談 、メール相談の実施
（１）所員による教育相談
・ 教育相談担当者の専門性の向 上
（２）専門指導員による教育相談事業
・ 事業についての広報の充実
（３）県教育センターの教育相談会
・ 医師、特別支援学校コーディ ネーターと連携した円滑な実施
２(新)「高等学校等における不登校(傾向 )生徒等支援事業」の実施
高等学校における 不登校(傾向)や 中途退学に対す る未然防止の取 組の
充 実を図るとともに 、不登校(傾向 )やひきこもりの 生徒、青少年を 学校
復帰や社会参加に向けて支援す る

□悩みを抱える青少年の社会参加促進事業【家庭・地域教育課】
○ 不 登校、ひ きこもり 等で悩み を抱える 青少年に 対し、自 然体験や 生活体験 、
労働体験等をする機会を提供して学校 復帰や社会参加をサポートする。
○ 県 内で悩み を抱える 青少年の 自立支援 活動を行 っている 団体のネ ットワー ク
を拡大・強化し、全県どこでも連携し て青少年を支援する体制を充実する。

□不登校児童生徒への組織的対応に対する支援【東部教育局】
○ 不登校問題を学校課題ととらえ、全校体制で取り組む 体制づくりを支援する。
・ 学校訪問 や要請訪 問、ワー クショッ プ等を通 して予防 策や早期 発見の方 法
に ついて指 導助言や 不登校対 応資料を もとに東 部地区市 町教育委 員会・生 徒
指導部会との連携
（不 登校児童 生徒への 組織的対 応が十分 できた学 校の割合 （自己評 価））
１００％(H20 60％）

□生徒指導に係る市町教育委員会訪問・学校訪問の実施
【中部教育局】
○

生徒指導に係る市町教育委員会訪問 ・学校訪問をとおした課題把握と助言
各市町教育委員会担当指導主事連 絡協議会（年３回）
市町教育委員会訪問、学校訪問（必 要に応じて随時）
月例報告の分析と情報発信

・
・
・

□生徒指導（不登校・問題行動への対応）の支援【西部教育局】
○

生徒指導に係る市町村教委訪問・学 校訪問をとおした課題把握と指導助言
各市町村教育委員会担当指導主事 等との協議
学校訪問（必要に応じて随時）
各小中学校生徒指導連盟との協議
月例報告の分析と情報発信

・
・
・
・
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２

「知」「徳」「体」のバランスの取れた学校教育の推進

(３)健やかな心身の育成
Ｈ２１成果と課題
①学校体育の充実
・新教育課程の実施を踏まえ、教員の指導力向上のための講習会等の開催や指導資料の作成（小中学校用
）に取り組んだ。講習会については、より多くの教員の参加を得るために内容や期日等の検討が必要。
・体力向上フォーラムの開催により、幼児期における運動習慣づくりに対する意識が高まり、体力向上事
業を保育園から推進する地域が出てきた。
・継続的な体力テスト結果の分析・検討が、体力向上施策や学校の取組みに活かされ、体力の低下傾向に
歯止めがかかりつつある状況となった。
・中・高等学校の運動部に外部指導者を派遣するとともに、指導力向上のための研修会を開催した。

②健康教育の充実
・心や性等の健康問題に対して、専門家やスクールヘルスリーダーを学校に派遣することで経験の浅い養
護教諭の支援が図れたとともに、モデル地域（２町）における実践により、保・小・中の連携及び学校
と地域が連携した取組みにより、生活習慣が見直されるなどの成果をあげた。
・新型インフルエンザへの対応については、対策本部と連携しながら適切な対応がとれた。
〆管理職や養護教諭等を対象とした研修会の早期開催
〆学校・家庭に対して必要な情報提供
〆全国に先駆けた「学校欠席者情報システム」を導入
〆医師会と連携したワクチンの集団的個別接種の実施
・近い将来流行が危惧されている強毒性のインフルエンザに備え、 マニュアルの見直しや研修会を開催し
ていく必要がある。

③性教育の充実
・校内性教育推進委員会設置の啓発、性教育・エイズ教育研修会と性教育指導実践研修会の開催により、
各学校で性教育の充実が図られつつある。

④薬物乱用防止教育の充実
・福祉保健部と連携した「ダメ。ゼッタイ」普及運動を推進するとともに、指導者養成研修会を実施し、
薬物乱用防止教育に携わる指導者の資質向上を図った。

⑤食育の推進
・栄養教諭が配置された２町では、地産地消率や朝食喫食率の向上、給食の残食率低下等の成果が見られ
、また、学校給食フォーラムや全国食育推進交流大会などにより食育の推進が図られた。
地産地消率の向上を図るには、各市町村が独自に抱える課題の解決に向けた取組みが必要
・「県民の日」や「全国学校給食週間」において、地元食材や郷土料理、行事食を取り入れ児童生徒の地域
・食文化への関心や理解を深めた。

Ｈ２２ 対 応 方 針
①学校体育の充実
・引き続き児童生徒の体力の状況を調査し、その結果を分析・検討して学校や地域での体力向上の取組み
に生かす。
・芝生化グラウンドが児童の体力や健康にもたらす効果について調査研究するとともに、芝グラウンドの
活用について実践研究を行う。
・運動部活動外部指導者の拡充を図る。
・児童生徒の安全・安心な屋外活動を可能とし、運動能力向上や精神的安定をもたらす効果が期待される
校庭の芝生化を、ＮＰＯ等と連携しながら県立学校で実践し、また、小学校のモデル事業を実施するの
に併せ、効果を検証し、普及啓発を行う。

②健康教育の充実
・専門家派遣やスクールヘルスリーダー派遣を継続し、児童生徒の心や性等の健康問題対策を図る。

③性教育の充実
・校内体制の充実を図るとともに、性教育推進委員や関係機関等との連携を深めながら性教育・エイズ教
育研修会、性教育指導実践研修会のさらなる充実を図る。

④薬物乱用防止教育の充実
・薬物乱用防止教育の指導者の養成、 高校生の「ダメ。ゼッタイ。」 普及運動への参加拡大など、更なる体
制充実と意識啓発を図る。
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⑤食育の推進
・学校における食育の要となる栄養教諭の配置拡大を進め、食育のさらなる推進を図る。
・食育の充実を図るために、地産地消の推進、学校における食育推進の先進事例の情報発信、栄養教諭や
学校栄養職員、学校給食関係者の研修の充実を図るとともに、家庭との連携、保護者を巻き込んだ取組
みを働きかけていく。
・地産地消率の向上を目指し、課題解決に向けた市町村独自の取組みへの助成や、地元産使用による調理
講習会の開催、食材の消費・生産双方の連携を深めるコーディネーター配置等に取り組む。

【 数値目標（平成25年度）】

２０
(実績)

２１
(実績)

２２
(目標)

２３
２４
(目標) (目標)

２５
(最終目標)

∇体力調査結果を親世代(S53〜 S57)の
平均値に近づける
＜50ｍ走＞
小５男
小５女
中２男
中２女
＜ボール 投げ＞
小５男
小５女
中２男
中２女

親世代 S53〜 S57(平 均)
9.05秒(100%)
9.26秒(100%)
7.86秒(100%)
8.65秒(100%)
親世代 S53〜 S57(平 均)
31.0m(100%)
17.6m(100%)
22.3m(100%)
14.5m(100%)

【H21】
9.28秒
9.59秒
8.01秒
8.80秒

【H21】
27.4m
15.3m
21.7m
13.4m

小学校
中学校
高 校
特別支援学校

43％ （85％）
75％ （95％）
100％
100％

∇中学、高校における薬物
乱用防止教室の開催率

中学校
高 校

76.7％
83.3％

∇食に関する指導年間計画
の作成率

小学校
中学校
特別支援学校

∇朝食喫食率

小学５年 90.3％ 91.2％
中学２年 89.6％ 89.5％
高校２年 79.8％ 84.6％
54％

100％
100％

100％
100％
継続
継続

70％
85％

68％ （93％）
48％ （88％）
33％ （70％）

∇学校給食用食材の県内産使用率

27.9m( 90%)
15.8m( 90%)
22.3m(100%)
14.5m(100%)

25.7m(82.9%)
14.9m(84.7%)
20.9m(93.7%)
13.8m(95.2%)

∇校内性教育推進委員会
設置率

【再 掲１−（２）】

9.23 秒( 98%)
9.45 秒( 98%)
7.86 秒(100%)
8.65 秒(100%)

9.36秒(96.7%)
9.54秒(97.1%)
7.92秒(99.2%)
8.70秒(99.4%)

H21.12
58％

100％
100％
100％
100％
100％

100％
100％
100％

98％
95％
92％

99％
98％
96％

100％
100％
100％

60％

60％

60％

∇栄養教諭の全市町村への配置
3町

7市町
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19市町村

取 組 の 方 向
①学校体育の充実
○ 体育・ 保健体 育学習 の充実 を図り 、運動 の必
要性に ついて理解を深め、運動の日常化を推進
○ 生涯に わたり スポー ツに親 しむ資 質や能 力の
基 礎を育 て、体 力・運 動能力 の向上 と健康 の保
持増進 を図る。【再掲５‐(１)】
○ 今後の 運動部 活動の あり方 につい て、提 言の
趣旨に 則った運動部活動を推進【再掲 ５‐(１)】
○ 運動部 活動指 導者の 指導力 の向上 と外部 指導
者の効 果的な活用の推進【再掲５‐(１)】

Ｈ２２年度アクションプラン（数値目標等）
□高等学校教育企画費【高等学校課】
○

スポーツに親しむ資質や能力の基礎 を育て、体力・運動能力の向上を図る。
全国大会等に参加する生徒の引率

・

□学校体育充実事業【スポーツ健康教育課】（再掲５(1)）
○ 体育・保健体育学習の充実
・ 学校体育指導者講習会の開催→教 員の指導力向上
・ 中学校で必修化された「武道・ダ ンス」実技講習会の開催
・ 新学習指 導要領を 周知・徹 底し、学 習指導の 充実のた めの指導 資料（高 等
学校用）の作成、配布

□児童生徒の体力向上事業【スポーツ健康教育課】（再掲５ (1)）
○

児童生徒の体力向上
子どもの体力の現状や運動習慣づ くりの重要性等についての啓発
「新体力 テスト等 」を分析 ・検討し 、子ども の体力向 上支援策 の検討を 実
施する。

・
・

□芝生でいきいきとっとりっ子事業【スポーツ健康教育課】（再掲５(1)）
○

学校のグラウンド芝生化の効果検証
芝生化がも たらす効果に関する調査研究の推進
芝グラウンドを活用した教育活動 や地域活動の提案

・
・

□県立学校校庭芝生化推進事業 【教育環境課】（再掲 ３(4)）
○

児童・生徒の体力向上を図るため、 校庭の芝生化を推進する。
高等学校２校、特別支援学校１校 の校庭の芝生化を実施

・

□鳥取方式の芝生化促進事業【協働連携推進課】（再掲２ (5)、３(4)）
○

児童生徒の体力向上
全国から 注目され ている鳥 取方式に より取り 組む小中 学校グラ ウンドの 芝
生化のモデル校への支援を行う。

・

□運動部活動推進事業【スポーツ健康教育課】（再掲５(1)）
○

運動部活動の充実
学校へ専門的指導力を有する指導 者を派遣し、学校の運動部活動を支援
外部指導者等研修会を開催し、運 動部活動の指導者の資質向上を図る。

・
・

□全国中学校体育大会補助金【スポーツ健康教育課】（再掲 ５(1)）
○

平 成２２年 度に中国 ブロック で開催さ れる全国 中学校体 育大会の うち、鳥 取
県で開催される陸上競技、相撲競技の 運営に対し、補助を行う。

②健康教育の充実
○ 心身の 健康に 関する 学習の 充実と 生活習 慣に
ついて 考える機会を増やす。
○ 新型イ ンフル エンザ の発生 など危 機管理 に対
応した 体制の充実を図る。

□心や性等の健康問題対策事業【スポーツ健康教育課】
○

心や性等の健康問題対策事業協議会
児童生徒の心や性等の健康問題に ついての対策を協議
鳥取県健やかな心身の育成推進基 本計画の策定
○ 学校等への専門家派遣
・ 心や性等に関する健康問題への対 応
○ スクールヘルスリーダーの派遣
・ 経験の浅い養護教諭に対して、子 どもが抱える健康課題について指導支援
・
・

□新型インフルエンザ対策事業【スポーツ健康教育課】
○

③性教育の充実
○ 学校に おける 性教育 を推進 してい くため の専
門 的な研 修の実 施と学 校の組 織的か つ体系 的な
指導体 制の充実や教員の指導力の向上

④薬物乱用防止教育の充実
○ 児 童生徒の 発育発 達段階 に応じ た効果的 な指
導 を行う ための 研修を 実施す るとと もに、 薬物
に 関する 専門機 関と連 携し、 学校に おける 指導
体制の 充実を支援する。

研修会の開催

□心や性等の健康問題対策事業【スポーツ健康教育課】
○ 性教育推進委員会の開催＜年２回＞
○ 性教育・エイズ教育研修会＜年１回 ＞
○ 性教育指導実践研修会＜年３回(小・ 中・県立学校の３校種で実施)＞
○ 校内性教育推進委員会の設置による 校内指導体制の整備

□薬物乱用防止教育研修会の開催【スポーツ健康教育課】
○
○

専門機関と連携した薬物乱用防止教 室の開催を推進
薬物乱用防止教室の講師となる指導 者の養成
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⑤食育の推進【再掲３‐(４)】
○ 食生活の乱れの改善を図 る指導の充実
○ 子ども たちへ の安全 ・安心 な食の 提供や 地域
の食文 化の伝達
○ 栄養 教諭の配置促進など学校における食育の
推進体 制の充実

□学校における食育推進事業【スポーツ健康教育課】（再掲 ３(4)）
○ 学校 における食育 を推進し、子 どもたちの生 きる力を育む 。また、学校 給食
にお ける地産 地消を推 進し、安 全・安心 な食材の 提供を通 して地域 の食文化 を
伝える。
・ 指導用教材や保護者啓発用資料の 作成・配布
・ モデル地域における栄養教諭を中核 とした食育の推進
・ 食に関する全体計画・年間指導計 画の作成の働きかけ
→食文化の継承につ いて指導計画に盛り込む
・ 食育の推進のための校内指導体制 の整備の働きかけ
・ 栄養教諭の配置促進

□学校給食用食材地産地消推進事業【スポーツ健康教育課】（再掲３(4)）
○ 学校給食 における地産地 消を推進し、子 どもたちに安全･ 安心な食の提供 や地
域の食文化を伝えることにより、郷土 を大切にする心や感謝の心を育む。
・地産地消率の向上をめざし、市町村 が独自の課題解決に向けた取組みに助成
・栄養教諭･学校栄養職員との意見交換 会の実施
・地産地消推進会議の開催（年２回）
・地元食材使用による調理講習会の実 施（鳥取県学校給食会へ委託）
・学校給食 県内産食材活用 推進コーディネ ーターの配置(鳥 取県学校給食会 に配
置)
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２

「知」「徳」「体」のバランスの取れた学校教育の推進

(４)社会の進展に対応できる教育の推進
Ｈ２１成果と課題
①情報社会を主体的に生きる人材の育成
・情報モラル教育推進担当者に悉皆研修として実施するとともに、初任者研修や１０年経験者研修等にお
いて具体的な実践研修を実施（各学校での研修の実施状況や課題等の収集・分析が必要）。

②環境教育の推進
・環境教育推進校を８校指定するとともに、ＴＥＡＳⅢ種未取得校に取得を呼びかけた。

③鳥取県に愛着を持った人材の育成及び④主体的に行動する人材の育成
・児童生徒の郷土や人文・社会学への興味関心を高めるため、郷土研究テーマを募集し、応募のあった８
件の研究発表会を行った。（ジュニア郷土研究応援事業）
・児童生徒の研究活動の活発化と応募件数の増加を図るためには、児童生徒等への広報と参加応募の働き
かけが課題。
・県内の小中学校では、総合的な学習の時間や道徳の時間だけでなく、他の教科等でも地域の特色を活か
し、地域の歴史・文化・伝統等を教材として取り上げている学校が多い。
・文化財主事の出前講座や文化財リーフレットの活用により、地域の歴史を感じ、再認識し、大切にする
ことを学ぶことができた。

Ｈ２２ 対 応 方 針
①情報社会を主体的に生きる人材の育成
・収集分析した課題解決を踏まえて各種研修事業を実施するとともに、ＩＣＴ活用を促進するためのデジ
タルコンテンツの情報提供の充実を図る。

②環境教育の推進
・ＴＥＡＳⅢ種取得については、環境学習への効果等を中心に、学校が導入しやすい説明を行う。

③鳥取県に愛着を持った人材の育成及び④主体的に行動する人材の育成
・小中学校で、総合的な学習の時間や社会科を中心に、生活する地域の学習を進めるとともに、道徳の時
間に郷土の偉人について学習するなど、「ふるさと鳥取」を誇りに思い、愛する心情を養う教育を進める。
・教育課程研究集会や県教育研究大会等において、好事例の紹介などの情報発信により、取組みを働きか
けるほか、学校現場での取組みを把握し、郷土に愛着を持った児童生徒の育成方策を検討する。
・「鳥取県ジュニア郷土研究大会」の開催にあたっては、関係機関の連携強化を図り、児童生徒や学校現場
への広報と参加の働きかけに努める。

【 数値目標（平成25年度）】

２０
(実績)

２１
(実績)

２２
(目標)

２３
２４
(目標) (目標)

∇情報モラル教育の実施
小学校：61.5％(H19) ※− ％ (未定)％
中学校：80.0％(H19) ※− ％ (未定)％
高 校：100％ (H19) 100 ％
100％
∇環境教育全体計画の作成及び改善
小学校：48.6％(H19) 54.6％
中学校：35.0％(H19) 38.3％
∇学校のＴＥＡＳⅡ・Ⅲ種（鳥取県版
環境管理ｼｽﾃﾑ）取得の促進
小学校：12.2％(H19)
中学校：15.0％(H19)
高 校：41.7％(H19)
特別支援学校：28.6％(H19)

11.4
13.3
54.2
57.1

%
%
%
%

２５
(最終目標)
100％
100％
継続

60%
45%

70%
60%

80%
75%

90%
90%

100％
100％

12.2%
15%
62.5%
100%

15%
21%

19%
24%
100%

22%
27%

25％
30％
100％
100％
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全国学力学習状況調査質問紙調査より
∇「新聞やテレビのニュ−スなどに関
心を持つ児童生徒の増加」
小学６年：
中学３年：
∇「今住んでいる地域の歴史や自然に
ついて関心がある児童生徒の増加」
小学６年：
中学３年：

61.0％
63.1％

43.4％
20.6％

∇「人の役に立つ人間になりたいと思
う児童生徒の増加」
小学６年：
93.0％
中学３年：
90.5％
∇「人が困っているとき、進んで助け
る児童生徒の増加」
小学６年：
77.5％
中学３年：
71.7％
∇「今住んでいる地域の行事に参加す
る児童生徒の増加」
小学６年：
74.8％
中学３年：
43.5％

65.1%
66.4%

43.4%
21.6%

93.3%
90.9%

81.3%
71.0%

肯定的な回答率
の増加

肯定的な回答率
の増加

肯定的な回答率
の増加

肯定的な回答率
の増加

肯定的な回答率
の増加
76.1%
43.7%

※「情報モラル教育の実施」に係る小・中学校のＨ２０実績については、未調査。

取 組 の 方 向
①情報教育の推進
○ 携帯電 話やイ ンター ネット 等の情 報メデ ィア
を 活用す ること のでき る基礎 的な能 力や情 報社
会 の性質 等につ いての 正しい 知識を 身に付 けさ
せ情報 社会に主体的に参画する態度を育成
○ 情報モ ラル教 育につ いては 、安全 に生活 する
た めの危 険回避 と正し い判断 や望ま しい態 度を
育てる という両面を体系的に推進
【再掲３‐ (４)】

②環境教育の推進
○ 学校 の TEAS（鳥取県版環 境管理システム）取
得の促 進

Ｈ２２年度アクションプラン（数値目標等）
□教職員研修事業【教育センター】（再掲３(4 )）
○ 情報モラル教育推進担当者研修の実 施
・ 情報モラ ルに係る 現状を理 解し各校 における 指導の推 進のため 、悉皆研 修
を実施する
○ 初 任者研修 、新規採 用養護教 諭研修、 １０年経 験者研修 における 情報活用 能
力育成に係る研修の実施

□ケータイ・インターネット教育啓発推進事業【家庭・地域教育課】（再掲１(1)、３(4））
□ＴＥＡＳⅢ種の周知等【小中学校課】
・ 校長会連絡等を利用した TEAS Ⅲ種の周知 。
・ 未取得校に対して、指導主事による 学校訪問の際に取得を呼びかける。

□県立高校鳥取県版環境管理システム取得の推進【高等学校課】
○

高 校生一人 一人が環 境との関 わりにつ いて理解 し、身近 なところ から環境 保
全に 関する具 体的な行 動を進め るととも に、各高 校で企画 立案した 環境教育 の
推進に関する活動の支援を行い、生徒 の社会性を育む。
・ 学校裁量予算での取組推進
・ 環境教育推進活動の支援

③鳥取県に愛着を持った人材の育成
○

児童生 徒の興 味関心 に基づ き、鳥 取県の 様々
な 分野に 関する 調査研 究に取 り組ま せ、そ の研
究 成果を 、広く 県民に 公開さ れた場 で発表 する
ことに より、鳥取県への愛着を深めさ せるほか、
発 想力、 論理力 、表現 力、批 判的思 考力、 コミ
ュニケ ーション能力などを養う。

□ジュニア郷土研究応援事業【青少年・文教課】（再掲２ (2)）
○

児 童生徒が 地域研究 など人文 科学につ いて関心 を高め、 さらに深 く学び、 よ
り一層の創造力向上を図ることを促進 する。
・ 県内の小 中高校生 が地域社 会を研究 した成果 を発表す る「鳥取 県ジュニ ア
郷土研究大会」を開催

④主体的に行動する人材の育成
○

ボラン ティア 活動を はじめ 、地域 を学ぶ 体験
・ 探求的 な学習 に、学 校や地 域が連 携して 取り
組 むこと により 、社会 的な問 題に対 して興 味・
関 心を持 ち、自 らの課 題とし て主体 的に解 決す
る力を 育成
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２

「知」「徳」「体」のバランスの取れた学校教育の推進

(５)幼児教育の充実
Ｈ２１成果と課題
①幼児教育の充実
・幼保小連携に関する研修や実践発表、手引を活用しながらの幼児児童の交流、教職員の合同研修等を実
施し、教職員の相互理解を進める機会となった。幼稚園・保育所におけるアプローチカリキュラム、小
学校におけるスタートカリキュラムの検討など、連携カリキュラムの編成が求められる。
・幼児教育振興プログラムの改訂が遅れている。
・指導力や実践力の向上を図る研修講座（「諸検査の実際」等のニーズが高く十分な対応ができなかった）
の設定や、幼児教育専任指導主事や保育指導員による保育所を中心にした訪問指導を実施。
・保育所保育士、幼稚園教員を対象とした各種研修会を開催。

②子育て支援の充実
・認定こども園の普及啓発を実施。全私立幼稚園で預かり保育や園開放等の子育て支援活動が実施。
・幼保の教職員を対象とした「子育て支援研修会」や市町村保育リーダー養成研修を実施（市町村の財政
上の問題等から保育リーダーの配置が進んでいない。）
・市町村の厳しい財政事情もあり、子育て応援市町村交付金事業は２市３町のみの申請であった。

Ｈ２２ 対 応 方 針
①幼児教育の充実
・参加者の確保策（参加者のニーズを踏まえた講座の開設）、市町村や小学校教職員の幼保小連携に関する
意識向上を図りながら、引き続き各種事業を継続して実施。
・保育リーダー配置を引き続き市町村に要請。
・保育指導員を２名増員し、圏域ごとの保育指導体制を強化。

②子育て支援の充実
・成果が具体的な各園の動きに繋がる取組みとなるよう工夫して、各種事業を引き続き実施する。
・保育所、幼稚園の園庭の芝生化を進め、園庭を活用した子育て支援活動の展開、保護者同士のコミュニ
ティーの活性化を図り、地域における子育て支援力の強化。
・認定こども園の設置を促進。

【 数値目標（平成25年度）】

２０
(実績)

２１
(実績)

∇小学校教員による保育所・幼稚園で
の保育体験研修の実施
3市町村 4市町村
∇幼稚園、保育所、小学校の連絡協議
会の設置や、教職員の交流の機会の ※ −
設定
∇「子どもの育ちを支えるための資料
（保育所児童保育要録）」の作成と
小学校への送付

※ −

−

２２
(目標)
4市町 村

２３
２４
(目標) (目標)

２５
(最終目標)
全市町村
(19市町村)
全ての小学校区

（100％）

100％

100 ％ （100％）

100％

（平 成22年度以降に就学する児童 から対象）

∇幼稚園の自己評価及び結果公表
（平成20年度〜）【再掲3−（2）】
∇認定こども園の設置

０施設

０施設

10施設(H30)

※「幼稚園、保育所、小学校の連絡協議会の設置や、教職員の交流の機会の設定」のＨ２０、２１実績
については、未調査。
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取 組 の 方 向

Ｈ２２年度アクションプラン（数値目標等）

①幼児教育の充実
○ 多様化 する保 育や幼 児教育 のニー ズや課 題に
合わせ た研修を行い、職員の資質向上を図る。
○ 各市町 村にお ける幼 児教育 の振興 のため 、職
員 等に対 して幼 稚園教 育要領 や保育 所保育 指針
の 趣旨・ 内容の 周知を 図り、 円滑な 実施に 取り
組む。
○ 幼稚園 ・保育 所の職 員が、 小学校 教職員 と意
見 交換し 、小学 校低学 年の学 習内容 の理解 に努
め 、基本 的生活 習慣の 定着、 規範意 識の育 成及
び 他者と の関わ り等を 中心と した小 学校入 学前
後 の相互 の指導 の在り 方等に ついて 理解を 深め
る機会 を推進する。
○ 幼児教 育専任 指導主 事及び 保育指 導員に よる
幼 児教育 の充実 、職員 の専門 性の向 上及び 施設
の組織 体制の強化を図る。
○ 就学前 の教育 ・保育 を一体 的に行 い、地 域の
全 ての子 育て家 庭を対 象とし た子育 て支援 機能
を 備えた 認定こ ども園 の普及 啓発と 設置促 進を
を図る 。

□幼児教育充実活性化事業【小中学校課】
・

幼 児教育と 小学校教 育の円滑 な接続の 在り方、 義務教育 以降の学 習の基盤 と
なる 生活習慣 の定着に 向けた取 組みを市 町村と連 携して実 施すると ともに、 教
職員 の指導力 向上に関 する研修 会の開催 など、子 どもの育 ちとまな びをつな ぐ
観点を重視した幼児教育の充実を図る 施策を推進する。

□次代に生きる子どもを育てる幼保小接続推進事業【小中学校課】
・ 幼 保小接続 の実践を 市町村に 委託し、 その成果 を全県に 広め、幼 児教育と 小
学校教育の滑らかな接続を図る。
（子ども同士の合同活動、教職員の合同研修会、
地域の幼保小連絡協議会 等）

□鳥取県幼児教育振興プログラムの改訂【小中学校課】
・

平成16年 5月に策定した 「鳥取県幼児教育 振興プログラム 」を改訂し、そ の後
の社会や子どもの育ちの変化に対応し た幼児教育の方向性を示す。
・ 教育審議会による改訂に関する検討

□幼稚園教育理解推進事業【小中学校課】
・

幼稚園教 育中央協議会に 公立幼稚園教員 を派遣し､幼稚園 教育要領の理解 推進
に努める。

□幼稚園教員・保育士の指導力向上事業【教育センター】（再掲）
・

幼 稚園・保 育所に対 するニー ズの多様 化に伴い 、幼稚園 教員・保 育士の保 育
の実践力､ 今日的課題に対 応する専門的な資 質を高めるため に、様々な研修 の機
会を設けて､実践的・専門的研修の充実 を図る。
・ 幼稚園教員・保育士の合同研修会
※東・中・西部での地域開催
・ 自主研修会支援
※教育センターの アドバイザー派遣事業の活用 等

□保育・幼児教育の質の向上強化事業【子育て支援総室】
・

小 中学校課 、教育局 の指導主 事、保育 指導員が 市町村と 連携し園 訪問や希 望
する園の園内研修、保護者研修会等の 支援を行う。
・ 保育士、幼稚園教員を対象とした各 種研修会を開催する。

□小学校教員の幼稚園・保育所における長期社会体験研修
【小中学校課】
・

小学校教 員が1年間の保 育体験研修を通し て、幼児教育や 幼児期の発達に つい
て理解する。
・ 主 に５歳児 を担当し 、幼児期 の指導及 び育ちを 踏まえた 小学校低 学年での 指
導のあり方について研修する。

□教職員研修事業【教育センター】
・ 国 公私立幼 稚園の新 規採用教 員を対象 に、毎年 １０回の 新規採用 教員研修 を
実施 。また１ ０年経験 者研修に ついても 隔年で年 ８回（選 択研修も 含む）の 研
修を実施。
・ 研修の中 で、「小学校教 育の理解」あるい は「幼小連携」 という枠組みで 、小
学校 の授業を 参観した り、小学 校教諭か らの説明 を聞いた り、意見 交換をし た
りという機会を設定。

□認定こども園普及促進事業【子育て支援総室】
・ 多様 な保育ニーズ への対応や 幼児教育・ 保育の質の 向上等を図る た
め、 就学前の 教育・保 育を一体 的に行う 「認定こ ども園」 の設置を 促
進させるための施設整備 補助、運営費補助、普及啓発 を行う。

②子育て支援の充実
○

幼稚園 ・保育 所にお いて家 庭との 情報交 換の
機 会を設 け、綿 密な連 携を図 り、保 護者と 職員
又 は保護 者同士 による 子ども の望ま しい発 達に
ついて 語り合う場の設定等を推進する。

□園庭芝生化コミュニティー促進事業【子育て支援総室】
・ 園庭 を芝生化する 公立保育所 を所管する 市町村に対 して、県がそ の
経費を助成する。芝生化された園庭を活用し た子育て支援活動の展開、
保護 者同士の コミュニ ティーの 活性化な どを図り 、地域に おける子 育
て力の強化や子育て支援 活動の充実を図る。

□鳥取方式の芝生化促進事業【協働連携推進課】（再掲２ (3)、３(4)））
・ 子ど も達が自由に 運動したり 、遊んだり する園庭の 芝生化を行う 私
立保育所・幼稚園に対し て、県がその経費を助成する 。
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□子育て応援市町村交付金事業（市町村保育リーダー等配置
事業)【子育て支援総室】
・ 市町 村が保育担当 課又は保育 所に保育の 中核的なリ ーダーとなる 保
育士 等専任職 員を配置 し、保育 の質の向 上及び子 育て支援 体制の強 化
を主体的に取組む事業に 対して、交付金を交付する。

□子育て支援活動・預かり保育推進事業【子育て支援総室】
・ 私立 幼稚園の行う 預かり保育 （通常の教 育時間終了 後や休業日等 に
行う保育）や子育て支援 活動に要する経費に対して助 成する。

□家庭教育啓発相談事業【家庭・地域教育課】（再掲１(2)）
□企業との連携による子育て環境整備事業【家庭・地域教育課】（再掲１(1)）
□幼稚園教員・保育士の指導力向上事業【教育センター】（再掲）
□保育・幼児教育の質の向上強化事業【子育て支援総室】（再掲）
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２

「知」「徳」「体」のバランスの取れた学校教育の推進

(６)特別支援教育の充実
Ｈ２１成果と課題
①自立と社会参加の促進を目指した教育環境の整備
・特別支援学校における教育の在り方検討委員会を開催、検討結果等を総合的に判断し、高等特別支援学
校設置の方向性を決定。

②特別支援学校のセンター的機能の推進
・中部圏域の発達障がい教育拠点「レインボー」の取組みが、通常の学級や家庭におけるより良い支援に
繋がっており、他の圏域への普及が求められている。
・ＬＤ等専門員は、校内支援体制づくりから、小・中、中・高への移行支援を進め、教員の資質・指導力
の向上に繋がるとともに、発達障がいやＤＶの影響により学級経営が困難な学校に非常勤講師を配置し、
学級の立て直しや学級経営改善に成果を上げている。

③幼稚園・保育所、小学校、中学校、高等学校での指導・支援の推進
・「特別支援学級担任のための手引」を作成

④「個別の教育支援計画」及び「個別の指導計画」を活用した指導の推進
・作成・活用状況等に係る調査及び特別支援教育主任（担当）を対象とした研修会等で指導を実施。

⑤発達障がいを含む障がいのある児童生徒等の一貫した指導体制の確立と関係機関との連携の充実
・推進会議で移行期（就学前〜就学）の体制整備について、実態調査及び課題の把握等を実施。
・各教育局毎に、研修会や巡回相談等により学校等に指導・助言等を実施。

⑥移行支援の充実
・ジョブコーチセミナーへの教員派遣、就労促進協議会での協議や就労サポーターによる職場開拓などを
実施し、就職希望の生徒割合の増加など生徒の勤労意欲の向上や、企業就職者の増加、実習先の増加な
ど障がい者雇用に関する企業関係者の理解が深まった。

⑦教員の専門性の向上
・免許法認定講習の実施（６講座、延べ４３１人受講）。７月より外部専門家活用事業を実施。

⑧保護者支援の充実
・各学校（小・中・高等学校等）における相談窓口の明確化を行うとともに、県立特別支援学校における
通学支援の充実を図った。

⑨特別支援教育の普及啓発
・各県立特別支援学校公開や、障がいのない児童生徒との相互理解を深める交流及び共同学習等の取組み
を実施。

Ｈ２２ 対 応 方 針
①自立と社会参加の促進を目指した教育環境の整備
・保護者等への意向調査及び施設整備に関する調査等を行うとともに、高等特別支援学校の設置に向けた
具体的な検討を実施する。

②特別支援学校のセンター的機能の推進
・発達障がい教育拠点の設置により、東部・西部圏域における指導・支援体制を充実し、中学校や高等学
校からのニーズに対応するとともに、発達障がいのある児童生徒の増加傾向に対応できるよう非常勤講
師の配置に努める。

③幼稚園・保育所、小学校、中学校、高等学校での指導・支援の推進
・「特別支援学級担任のための手引」及び「通常の学級における特別支援教育の手引（仮称）」を作成し、
活用することにより、特別支援教育の充実を図る。

④「個別の教育支援計画」及び「個別の指導計画」を活用した指導の推進
・作成・活用状況等に係る調査結果等を踏まえ、市町村教育委員会と連携し、各学校における活用の充実
を図る。

⑤発達障がいを含む障がいのある児童生徒等の一貫した指導体制の確立と関係機関との連携の充実
・移行期（特に中学校から高等学校へ）の支援状況を十分に把握し、 具体的施策の提案に繋げる。
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⑥移行支援の充実
・就労支援の知識や技能が全特別支援学校に広がるよう、ジョブコーチセミナーへ派遣する教員数・障が
い種の拡大を図るとともに、就労サポーターによる西部地区における職場開拓数の増加を図る。

⑦教員の専門性の向上
・専門研修派遣等を継続して行い、専門性の高い教員を養成する。
・免許を保有していない教員に対して、認定免許講習への参加の呼びかけ等を実施する。

⑧保護者支援の充実
・県立特別支援学校の通学支援や福祉との連携による保護者の相談支援体制の整備の充実を図る。

⑨特別支援教育の普及啓発
・特別支援教育を推進していくために、教職員をはじめ保護者や地域住民、広く県民に対して研修や広報
活動等を行い、普及啓発の推進を図る。
・障がいのある児童生徒と障がいのない児童生徒との相互理解を深める取組の充実を図る。

【 数値目標（平成25年度）】

２０
(実績)

２１
(実績)

２２
(目標)

２３
２４
(目標) (目標)

２５
(最終目標)

∇個別の教育支援計画の作成
（H20公立幼・小・中・高）

27.3％

58.6％

80％

∇個別の指導計画の作成
（H20公立幼・小・中・高）

84.9％

89.4％

100％

∇特別支援学校高等部（専攻科含む）
卒業生の就職希望者の就職率の向上 71.4％ (未定)
（H19 50％）
（特別支援学校高等部（専攻科含む） 28.0％ (未定)
卒業生の就職率の向上（H19 17.5
％））

75％以上
30％以上

∇特別支援学校教職員の該当障がい種
に関する特別支援学校免許状保有率
の向上

79％

78％

90％以上

∇特別支援学級教員の該当障がい種に
関する特別支援学校免許状保有率の
向上

38％

39.5％

40％以上
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取 組 の 方 向
①県立高等特別支援学校設置の検討
○ 軽度知 的障が い者に 対応す るため 県立高 等特
別支援 学校の設置に向けた検討

Ｈ２２年度アクションプラン（数値目標等）
□県立高等特別支援学校開設検討事業【特別支援教育課】
○

設 置準備委 員会を設 置して、 設置規模 ・設置学 科・教育 課程・施 設設備等 に
ついて検討するとともに必要な調査を 行う。
・ 高等特別支援学校設置準備委員会 の開催（年５回開催）

□白兎養護学校訪問学級（鳥取医療センター内）整備事業
【特別支援教育課】（再掲３（４））
○

鳥取医療センターが整備する新病棟 内に白兎養護学校の訪問学級を整備する。

②特別支援学校のセンター的機能の充実 □特別支援学校管理・運営事業【特別支援教育課】
○ 教育相 談や研 修など 、地域 の特別 支援教 育の
拠点と しての機能を充実

③開かれた学校づくりの推進
○

学校 公開日（週間）の設定促進など

④発達障がい教育拠点の設置
○ 東部並 びに西 部圏域 におけ る発達 障がい 教育
の 拠点を 設置し て、発 達障が い教育 の充実 を図
る。

○

県 立特別支 援学校に おいて、 地域の特 別支援教 育の拠点 としての 機能の充 実
及びセンター的機能に関する理解・啓 発を図る。
・ センター的機能についての具体的 内容の提示
（学校案内やホームページ等の活用）

□開かれた学校づくりの推進【特別支援教育課】
○

各 県立特別 支援学校 において は、期日 （期間） を設定し 、授業を はじめと す
る学 校の様々 な教育活 動を、保 護者や地 域住民の 方、関係 機関の方 等に広く 見
ていただくため、学校公開を実施する 。
・ 学校公開日（週間）の周知（ホー ムページへの掲載）

□発達障がい児童生徒等支援事業【特別支援教育課】
○ 県 立特別支 援学校（ 東部・中 部・西部 地区各１ 校）に相 談指導・ 支援を行 う
職員 を配置（ 各１人） して、発 達障がい のある児 童生徒に 対する専 門的で質 の
高い指導を実施する。

⑤「個別の教育支援計画」と「個別の指 □特別支援教育総合推進事業【特別支援教育課】
導計画」を活用した指導の改善と関係 ○ 発 達障がい を含む全 ての障が いのある 幼児児童 生徒の一 貫した支 援を行う た
機関との連携推進
め、教員研修や連絡会議等により、特 別支援教育を総合的に推進する。
○ 「個別の 教育支援計画 」「個別の指導 計画」の
活用を 進め、関係機関との連携を推進

○

グランド モデル地域の指 定や研修会を開催 し、「個別の教 育支援計画」の 活用
の普及を図る。（グランドモデル地域 の拡大１地域→３地域）
・ 福祉、保健、医療、労働等との連 携会議の開催（年２回開催）
・ 個別の教育支援計画の作成と活用等 に係る研修会の開催（年２回開催）
・ ホームページを活用した周知（策 定マニュアル等）
（個別の教育支援計画の作成率の向上 ） ８０％
（個別の指導計画の作成率の向上）
１００％

□全校体制で取り組む特別支援教育の推進【各教育局】
○

特 別な支援 が必要な 児童生徒 への的確 な対応を していく ため、管 理職、特 別
支援教育主任を中心とした全校体制の 構築を支援する。
【東部教育局】・ワ ークショッ プ等を通じ て、特別な 支援を必要と する児童生 徒へ
の理解と対応について具 体的に指導助言
【中部教育局】・「特別支援学級担 任のための手引」を活用した研修会の実施
・地教委と連携した 特別支援学級経営への指導助言
・中部地区の実態に 応じた特別支援教育研修会
【西部教育局】・特別支援学級につ いての地教委・学校等への支援
・西部地区の実態に 応じた特別支援教育研修会の開催
・特別支援教育コー ディネーターとの連携推進

⑥自立と社会参加に向けた取組支援
○

職業 教育の充実や卒業生の就労促進等を図り、
幼 児児童 生徒の 自立や 社会参 加に向 けた取 組み
を支援

⑦教員の資質向上
○

教員研 修等に より教 員の資 質向上 を図る とと
も に、総 合的な 専門性 を担保 する「 特別支 援学
校教諭 免許状」の取得率を向上

□特別支援学校就労促進事業【特別支援教育課】
○ 特 別支援学 校卒業生 の就労を 促進する ため、学 習指導の 充実及び 現場実習 先
や雇用先の拡大を図る。
・ 社会人講師の招聘
・ 特別支援学校就労促進協議会の開 催
・ 職場開拓
・ ジョブコー チ研修への派遣
・ 就労サポーターの配置
（特別支援学校高等部（専攻科含む） 卒業生の就職希望者の就職率の向上）
７５％
（特別支援学校 高等部（専攻科含む）卒業生の就職率の向 上）
３０％

□特別支援学校教育職員免許保有率向上事業【特別支援教育課】
○

専門研修派遣並びに免許法認定講習 を実施する。
免許法認定講習の実施
（特別支援学校教員及び特別支援学 級担当教員の免許保有率の向上）

・
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○ 外部専 門化等 の導入 や、専 門研修 派遣に より
教員の 専門性の向上を図る。

・
・

特別支援学校教員免許保有率の 向上
特別支援学級教員免許保有率の 向上

９０％
４５％

□教職員研修事業【教育セ ンター】
○ 特別 支援教育の現 場のニーズや 今日的な課題 に対応した研 修を実施、指 導力
の向上を図る。

⑧保護者等への支援
○ 保護者 等負担 軽減の ための 通学支 援や福 祉と
の連携 による保護者の相談体制の整備を図る。

⑨交流及び共同学習の推進
○ 障がい のある 児童生 徒と障 がいの ない児 童生
徒との 相互理解を深める取組みの充実を図る。

□保護者への支援【特別支援教育課】
○

特 別支援学 校の通学 支援や福 祉との連 携による 保護者の 相談支援 体制の整 備
の充実を図る。
・ 相談機関の明確化
・ 各圏域ごとの相談体制の確立（東 部・中部・西部圏域）
・ ホームページへの掲載及び県広報に よる啓発

□交流及び共同学習の推進【特別支援教育課】
○

障 がいのあ る児童生 徒と障が いのない 児童生徒 との相互 理解を深 める取組 み
の充実を図る。
・ 交流及び共同学習の推進（学校間 交流・居住地域交流）
・ 実践事例の紹介

- 35 -

３

学校教育を支える教育環境の充実

(１)児童・生徒減少期における学校の在り方
Ｈ２１成果と課題
【高校改編】

・平成２３年度の改編計画を決定
対象校 ７校
学級減を伴うもの ６校（鳥取湖陵、八頭、倉吉東、
６学級減 倉吉農業、境、境総合技術）
小学科名の変更
１校（倉吉総合産業）
・平成２４年度以降の改編計画について、パブリックコメント及び県政参画電子ア
ンケートを実施。

Ｈ２２ 対 応 方 針
①公立小・中学校の在り方
・国の動向を注視するとともに、適宜、市町村教育委員会に対して必要な情報提供を行っていく。

②今後の高等学校の在り方
・第一次・第二次答申を踏まえ、中高一貫校の設置を含む平成２４年度以降の高校改編計画を策定。

取 組 の 方 向
①公立小・中学校の在り方
○

教育的 な観点 から、 公立小 中学校 の在り 方に
つ いての 検討が 求めら れる市 町村教 育委員 会に
対して は、より一層の協力・支援の強 化を図る。

Ｈ２２年度アクションプラン（数値目標等）
□高等学校改革推進事業【高等学校課】
○

鳥取県の次代を支える人材（財）の 育成に向けた高等学校の在り方を示す。
高等学校改編計画の策定

・

□県立中高一貫校設置調査事業【高等学校課】
②今後の高等学校の在り方

○

県立中高一貫校の設置に向けて、具 体的な調査検討を進める。

○

H23年 度までは現答申に基づき、 原則として大
規 模な再 編は実 施せず 、一連 の教育 改革の 定着
を図る 。
○ 中高一 貫校は 、鳥取 大学の 設置の 動向を 見な
がら、 対応・検討する。
○ H24年 度以降は、鳥取県教育審議 会の第二次答
申を踏 まえ、具体的な計画を策定する。
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３

学校教育を支える教育環境の充実

(２)教育現場の創意工夫を活かした特色ある学校運営の推進
Ｈ２１成果と課題
①県民に信頼される学校づくり
・学校評価の点検及び公表については、取組みが着実に進み、全ての項目で実施率がアップした。
（特に、自己評価及び公表は、県内すべての幼稚園、小・中学校、県立学校で実施された。）
・小・中学校における、学校評議員制度やコミュニティ・スクール等の設置率は97.5％と上がった。
・県立学校においては、2年間、第三者評価制度をモデル的に試行実施し、評価基準・指標等を作成した。
本格実施に当たっては、評価委員の確保が課題。

②学校組織運営体制の充実
・不適正経理等の発覚を受け、全県立学校で徹底したコンプライアンス研修を実施。
・「新しい職」の配置。また、学校訪問により学校運営や教科指導を行うとともに、学校の抱える課題解決
等に向けた支援やスーパーバイザーによるコンサルティング等も計画的に実施。

③教職員の過重負担・多忙感
・教職員の勤務状況の把握を継続して行い、過重負担・多忙感の解消を図るよう校長会等で指示。
・次世代育成支援法に基づく後期計画を策定。
・併せて、少人数学級の実施や外部人材活用事業の活用を図った。

④教職員の精神性疾患
・教育センターと連携し研修会の充実を図った。管理職研修においては、知識だけではなく傾聴法の習得
及び事例検討等実践に結びつく内容を取り入れる必要がある。

Ｈ２２ 対 応 方 針
①県民に信頼される学校づくり
・学校評議員、コミュニティ・スクール等の設置の意義や効果が理解されるよう、市町村教育委員会や各
学校に対して、継続的に働きかけを行う。
・学校運営の仕組みの見直しについては、国の動向を注視するとともに、適宜、市町村教育委員会に対し
て必要な情報提供や啓発を進める。
・全県立学校においては、平成２２年度から第三者評価を３年から４年に１回のサイクルで本格実施する。

②学校組織運営体制の充実
・全職員に対し、「県民への誓い」とともに、コンプライアンス行動指針のさらなる徹底を図る。
・学校裁量予算の効果等を検証し、より効果的な運用を図る。
・副校長、主幹教諭の配置効果を検証し、配置校拡大に向けた検討を行う。

③教職員の過重負担・多忙感
・学校における教職員の業務分担の見直し、負担軽減の取組みを一層進める。

④教職員の精神性疾患
・教育センターと連携し、管理職研修及び２年目のフォローアップ研修等にメンタルヘルスに関する研修
を組み入れることで研修の拡充を図る。
・管理職が実践に活用できるよう研修内容に実技研修等を組み入れる。
・各種相談事業の充実を図る。
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【 数値目標（平成25年度）】

２０
(実績)

▽学校評議員制度(類似制度を含む）
の設置率
＜ H19末＞幼 稚 園 ： 44.4％
小 学 校

： 95.3％

中 学 校 ： 93.3％
高
校 ： 100 ％
特 別 支援 学 校 ： 100 ％

２１
(実績)

6 園
6 園
66.7% 77.8%
141校 136校
95.3% ※97.8%
58校
58校
96.7% 96.7%
100％ 100％
100％ 100％

２２
(目標)

２３
２４
(目標) (目標)

9園
100%
139校
100%
60校
100%

２５
(最終目標)

100％
100％
100％
継続
継続

学校評価制度
∇自己評価
実施率 幼 稚 園
<H18末> 小 学 校
中 学 校
県立学校
公表率 幼 稚 園
<H18末> 小 学 校
中 学 校
県立学校

：
：
：
：
：
：
：
：

75 ％
100 ％
100 ％
100 ％
33.3％
33.8％
14.8％
100 ％

100
100
100
100
100
100
100
100

％
％
％
％
％
％
％
％

100％
（未定）
（未定）
100％
100％
（未定）
（未定）
100％

∇学校関係者評価
実施率 幼 稚 園
<H18末> 小 学 校
中 学 校
県立学校
公表率 幼 稚 園
<H18末> 小 学 校
中 学 校
県立学校

：
：
：
：
：
：
：
：

0％
50.9％
42.6％
100 ％
0％
36.3％
23.1％
100 ％

33
87
80
100
33
57
50
100

％
％
％
％
％
％
％
％

（未定）
（未定）
（未定）
100 ％
（未定）
（未定）
（未定）
100 ％

30％

50％

75％

30％

50％

75％

90％
33人

80％
30人

70％
26人

60％
22人

・精神性疾患による休職者数の出現率は 100％
全国平均を下回るとともに休職者数は
37人
19年度の50％削減とする。(H19:37人)

100％
継続
継続
継続
100％
100％
100％
継続
100％
100％
100％
継続
100％
100％
100％
継続
50％減
19人減

※「学校評議員制度(類似制度を含む）の設置率」に係る小学校のＨ２１実績については、分母となる
学校が減ったことと新規に設置した学校が増えたこと等により、Ｈ２０より設置率が増加している。
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取 組 の 方 向
①県民に信頼される学校づくり
学校 評価点検及び公表の取組を全学校に拡大
コン プライアンス（法令遵守）の徹底による
学校運 営の強化
○ 地域 との連携等による開かれた活力ある学校
づくり の一層の推進のため、地域が学校運営に
関わる 取組みを促進
○ コミ ュニティ・スクールの導入など、次代に
向けて の学校運営の仕組み等の見直し

Ｈ２２年度アクションプラン（数値目標等）
□学校現場の組織運営の強化の実施【教育総務課】

○
○

・
・
・

学校幹部職員への研修、
学校の点検評価の取組（自己・外 部・第三者評価）
コンプラ イアンス の徹底（ 教育セン タ−等で の研修、 コンプラ イアンス 行
動指針の徹底）

□学校評議員制度等の普及啓発の実施【小中学校課】
○

学校評議員制度、コミュニティース クール等の設置の呼びかけ

□第三者評価導入事業【高等学校課】
○

学 校が自ら の教育活 動の状況 などを客 観的に把 握すると ともに、 改善すべ き
目標 をより具 体的、現 実的なも のとし、 また、自 己評価及 び外部評 価の客観 性
を検 証するた め、第三 者評価を 全県立学 校で３年 から４年 に１回の サイクル で
実施

□県立学校裁量予算事業【教育環境課】
○

学校の点検評価の取組

□組織マネジメントを意識した学校評価の取組事例の提供
【教育センタ−】
□学校経営への支援【東部教育局】
○

学校運営・人事管理上の課題につい て学校を支援する。
学校運営・人事管理上の課題解決 に向けて、学校訪問等を通して指導助言

・

②学校組織運営体制の充実
○
○

学校 裁量予算制度の一層の充実
マネ ジメント機能の向上

□教職員人事管理費（教職員定数）【高等学校課】
○

組 織運営体 制を強化 し、指導 体制を充 実するこ とにより 安定した 学校運営 を
可能にし学校教育目標の実現に資する 。
・ 副校長：標準法で２人の教頭が配 置される学校に配置
・ 主幹教諭：収容定員が７２０人以 上の学校に２人程度配置

□県立学校裁量予算事業【教育環境課】
○

よ り特色あ る学校づ くりを行 い、学校 の自立度 を高める ため、学 校予算に 係
る学校長の裁量を拡大
・ 学校長の判断で、予算総額の範囲 内で予算費目間の流用が可能
・ 学校の努力により節減した予算は 、次年度以降に繰越が可能

□県立高校裁量予算学校独自事業【高等学校課】
○

学 校長裁量 による予 算執行を 認めるこ とにより 、学校の 自立度を 高め、生 徒
の状況に応じた学校づくりを進める。
・ 学校運営費、教職員旅費、学校独 自事業費の総額を年度当初に一括配分

③教職員の過重負担・多忙感の解消
○ 現在の 教育水 準を維 持、一 人ひと りの児 童生
徒 に教職 員が向 き合う 環境づ くりづ くりの 促進
ため、 教職員数の確保に努める。
・高等 学校 概ね生徒 10人に対して教職員1人
・小中 学校 概ね生徒 12人に対して教職員1人
○ 教職 員の仕事内容の見直し
○ 教員 の適正配置、外部人材の積極的な活用
○ 学校現 場にお ける教 職員等 の過重 労働対 策の
推進

④少人数学級の継続【再掲２‐(１)】
○

少人 数学級の継続

⑤教職員の健康問題への対応
○ 教職員の心 の健康問題 に関して、教職 員自身の
セル フケア 、管理 監督者 の対応 、教職 員間の 連携
・協 働の重 要性な どにつ いての 理解を 促進す ると
ともに、 教職員用の相談体制の充実を図る。

□教職員の過重負担・多忙感の解消【小中学校課】
○ 教 職員動向 記録表に よる勤務 状況の的 確な把握 と業務分 担の見直 しや、負 担
軽減のための取組の推進働きかけ。
○ 小学校１,２年生及び中学校１年生に おける少人数学級の継続実施。
○ 学校課題に応じた適切な加配措置。
○ 国の外部人材活用事業等の積極的な 活用による学校の体制作り。
※平成２０年度生徒一人あたりの教職 員数
県立高等学校 0.102人 公立小中学校 0.085 人

□少人数学級の継続実施【小中学校課】（再掲２(1））
○

小学校１,２年生及び中学校１年生に おける少人数学級の継続実施。

□教職員健康管理事業【福利室】
○ 教 職員の疾 病の早期 発見と生 活習慣病 等の予防 ・進展防 止のため 、定期健 康
診断を実施。
○ 各 所属に健 康管理担 当医（県 立学校） 及び産業 医（事務 局）を配 置し、教 職
員の健康管理と職場指導を行う。
○ 各所属の衛生管理体制の確立及び衛 生管理体制推進のための研修会の開催
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□教職員心の健康対策事業【福利室】
○

教育センターと連携しメンタルヘル スケアを推進するための研修を充実
一般教職員及び管理監督職を対象 （各年３回）
県立学校における職場研修会の開 催（23年度までに全校実施）
○ 相談体制の充実
・ 健康管理主事による電話・メール 相談及び職場訪問の実施
・ 職員の職場適応に係る相談会の実 施（年３回）
・ ストレスチ ェック後の面接指導の充実
・
・
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３

学校教育を支える教育環境の充実

(３)使命感と実践力を備えた教職員の養成・確保・配置
Ｈ２１成果と課題
①教員の資質向上や指導力・授業力の向上
・優れた教育実践を行う教員をエキスパート教員として本年度１６名を認定。授業公開や研修会での指導
助言、他校や教育センター等での講師等で活躍。授業参観により授業改善の具体的なイメージをつかん
だり、アドバイスを受けるにより、互いに高めあう教員集団の形成や学校の活性化に有効で、児童生徒、
保護者や地域からの学校への信頼度も高まった。
・専門的な知識・技能を有し、教員免許状を有しない社会人等を、小中学校の非常勤として採用する特別
非常勤講師の配置により、専門的で多様な体験に基づく学習が今まで以上に可能になり、児童生徒の学
習意欲を高めるとともに、学校教育の活性化が図れた。
・新学習指導要領の趣旨や内容の周知・理解を図るため３年間で全教員が受講する「教育課程研究集会」
の２年目を実施。併せて移行期間１年目の各学校の取組状況の把握と内容の検討を行った。より学校の
ニーズに応じた内容にしていくことが望まれる。
・教職員評価・育成制度の実施に当たり、評価者に対し実践発表や具体的な演習を取り入れた研修会を実
施するとともに、指導改善を要する教員に対し、研修等を実施した。
・大学教員と連携した「スーパーバイザー派遣事業」、外部講師や研修主事等を派遣して、学校の実態と要
請に応じた研究支援を進めた。
・各教育局においては、計画訪問や市町村教育委員会訪問等を通して指導助言や情報提供等に努めた。
東部：「校内研修の手引」を活用 し、各校の授業研究会を支援 。分かる授業作りへの改善を図った。
中部：小・中・高校間で、教師 の出前授業、児童生徒間の交流や体験活動等の交流事業を実施。
西部：学校の組織マネジメントを向上させるためのセミナーを対象者を工夫し２回に渡り実施。

Ｈ２２ 対 応 方 針
①教員の資質向上や指導力・授業力の向上
・エキスパート教員は認定者の認定期間が３年間であることを踏まえ、平成２２年度以降は毎年15〜20名
程度を認定し、将来的には全県で毎年５０〜６０名程度を認定する予定。
・特別非常勤講師の配置希望は、特に文化芸術・伝統芸能分野が高く、今後も継続していく。
・最終年度になる新学習指導要領の周知を目的とする教育課程研究集会について、過去２回の状況をもと
に内容を検討し、実施する。
・教職員評価・育成制度の評価研修を引き続き実施し、評価者の評価能力・評価技術を高めることによっ
て、教職員の資質能力向上を図る。
・学習時に望まれる子ども像、教師像及び授業像を具体的な姿として定める「鳥取県スタンダード」を活
用し、教員の授業改善を進める。
・各学校の実態に応じた学力向上や授業改善の方策などの支援、小・中・高連携の推進等による「学びの
連続性」を考慮した効果的な指導法の構築、指導改善に向けた研修の充実やそれらの成果の集約と発信
の質等を更に高める取組みを行う。

【 数値目標（平成25年度）】
〔西部地区〕
・セミナーごとの学校参加率
・研修内容を学校経営や校内研究等で
活用している研修成果率(セミ ナー後の

２０
(実績)

２１
(実績)

２２
(目標)

20％

20％

30％

50％

50％

70％

追跡調査及 び学校訪問等での聴き取りを実施)
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２３
２４
(目標) (目標)
40％

２５
(最終目標)
60％
80％

取 組 の 方 向

Ｈ２２年度アクションプラン（数値目標等）

①教員の資質向上や指導力・授業力の向 □鳥取県学校教育の方針の作成【小中学校課】（再掲２ (1)）
上
○ 移 行期間中 の教育課 程の編成 ・実施、 新教育課 程におけ る鳥取県 の方針な ど
○

児童生 徒の学 ぶ意欲 、興味 ・関心 を引き 出す
授 業実践 力と、 児童生 徒を引 きつけ る豊か な人
間性や 教養を備えている教職員の確保・養成
○ 教職 員評価・育成制度の充実
○ 教職員 研修の 充実や 既存研 修の効 果の検 証と
見直し の実施
○ 「鳥取 県スタ ンダー ド」を 策定・ 活用し 、授
業改善 を推進【再掲２‐(１)】
○ 児童生 徒が主 体性を 持って 相互に 学び合 う学
びの集 団づくりの推進【再掲２‐(１)】
○ 各学校 の実態 に応じ た学力 向上や 授業改 善の
方 策につ いて、 学校教 育支援 を行え る体制 の構
築【再 掲２‐(１)】
○ 小・中 ・高連 携を推 進し、 学びの 連続性 を考
慮し効 果的な指導法を構築【再掲２‐(１)】
○ モデル 校を指 定して 、授業 改善の 方策に つい
て 継続し た学校 支援を 行い、 その成 果を他 校に
還元【 再掲２‐(１)】
○ 全教科 で学校 図書館 を活用 する学 習への 取組
を推進 【再掲２‐(１)】

を示す。
・ 「H2 2鳥取県教育のめざすもの」の活用及び「H23鳥取県教育のめ ざすもの」
の作成

□教育課程研究集会の実施【小中学校課】（再掲２(1)）
○ 基 礎基本の 徹底とそ の活用能 力を育成 すること など、新 学習指導 要領の趣 旨
や内 容の周知 ・理解を 図るため 、平成2 2年度まで の３年間 で小・中 学校の全 教
員を対象にした教育課程研究集会を開 催する。

□教職員評価・育成制度の評価者研修の充実【小中学校課】
○

教職員評価・育成制度の評価者研修 の充実。

□授業力リーダー養成「エキスパート教員認定制度」
【小中学校課】
（再掲２(1)）
○ 他 の教員の モデルと なるよう な優れた 教育実践 を行って いる教員 を「エキ ス
パー ト教員」 として認 定し、そ の高い技 術を普及 させてい くことに より、本 県
教員の指導力向上を図る。

□教職員人事管理費【高等学校課】
○

教職員の人材育成及び資質能力の向 上を図る。
教職員評価育成制度の実施
教職員 が職務上 の課題を 認識して 主体的に 職務に取 り組み、 評価者が そ
の職務遂行状況を公正公平かつ客 観的に評価
・ 評価者研修の充実
・ 面談の充実
・

□教職員派遣研修費【高等学校課】
○

教職員の資質や指導力の向上を図る 。
計画的に各種講座・研修会や大学 院、研究機関等に派遣し、研鑽
（ 中央研修 、内地留 学、ＬＤ 等専門員 養成研修 派遣、新 教育大、 文科省主 催
各種研修講座等、教育課程等県内 研修費）

・

□教職員研修事業、学校教育支援事業【教育センター】（再掲２(1)）
○

教 職員のラ イフステ ージに沿 って研修 を体系化 し、教職 経験に応 じて職務
の遂行に必要な資質・指導力の向上を めざした講座の実施。
・ 教育現場のニーズや今日的教育課 題に対応した研修の実施。
・ 研修後に は満足度 調査を行 い、研修 内容の充 実や教職 員のニー ズの把握 に
活用。
○ 鳥取県教育のシンクタンクとして、 学校への支援体制の充実
・ スーパーバイザー・指導主事等に よる支援体制の継続と充実
・ 教育センター HP 等を活用し た教育情報の提供
○ 鳥 取県らし さを意識 した学校 現場との 共同研究 や、研究 成果還元 による授 業
力・学校力の向上
・ 学力向上 や授業改 善に関す る、スー パーバイ ザー・教 育センタ ー・学校 と
の共同研究の推進と成果還元
・ 鳥取県の 教育課題 に対応す るための 研修支援 （アドバ イザー派 遣事業） の
継続と成果の還元

□「学ぶ意欲の向上」を図る取組の推進【東部教育局】（再掲２(1)）
○

指導方法の工夫改善等を通しててわ かる授業づくりを支援していく。
・ 研究指定校訪問、要請訪問、ワー クショップ等で指導助言
（「学ぶ意欲の向上」の取組推進校）
１５校（H ２０＝６校）

□新学習指導要領への円滑な移行を支援【東部教育局】（再掲２(1)）
○ 学習指導要領への移行に関し、学校 が行うべき準備について支援する。
・ 総合的な学習の時間及び英語活動 のカリキュラム作成への指導、支援
（総 合的な学習の時間のカリキュラムの作成率 ）100％（H ２０=小40％中30％）
（英語活動のカリキュラムの作成率）
100％（H ２ ０=20％）

□中部地区小中学校・高等学校連携推進事業【中部教育局】（再掲 ２(1)）
○ 校種を超えた相互理解、指導の連携により学力向上・ 進路意識の高揚を図る。
・ 高等学校 での体験 授業、高 等学校か らの出前 授業、中 学校・高 等学校で の
ＴＴ授業、生徒会・委員会活動等に おける交流事業
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□人間性・社会性を基盤とした授業研究支援事業【中部教育局】（再
掲２(1)）
○ 児 童生徒の 豊かな人 間性・社 会性を育 み、それ を基盤と した協働 的な授業 研
究を支援する。
・ネットワーク構築会議、研究支援、 取組発表・講演会、模擬授業

□西部地区教育実践力推進事業【西部教育局】（再掲２ (1)）
○

幼 稚園教育 要領、保 育所保育 指針、小 学校、中 学校、高 等学校新 学習指導 要
領の要旨を 踏まえた特色あ る学校づくりに 向けた教育課程の 編成及び教育( 授業
・保育)実践を推進する。
・ 市町村教育委員会担当指導主事等 研修会の開催
・ 全面実施に向けた教育計画の立案 、作成等への支援
・ 学力の三要素を重視した授業づく りへの支援

□学校組織活性化事業【西部教育局】
○

研 修目的： 学校管理 職、ミド ルリーダ ーのマネ ジメント 能力向上 により学 校
組織の活性化を図る。
・ 「学校組織マネジメント研修」の 開催
【第１回】ビジョンづくり
環 境の変化 に対応さ せた明確 な学校ビ ジョンの 確立、管 理職のリ ーダー性 の
構築、学校 組織の活性化( 環境変化に応じた 学校づくりと教 職員の人材育成 、同
僚性の向上）に向けたシステムの構築
【第２回】組織づくり
校内授業研究会組織、運営の在り方 、学校組織マネジメント活用のあり方
【第３回】人づくり
教 職員を管 理する組 織から協 働する組 織構造へ 、業務を こなす組 織から専 門
職として目標を達成する組織への組織 開発
・ ３回とも 講義・演 習を実施 。２回目 は管理職 、教務主 任、研究 主任、教 科
等主任の複数参加による協議
（セミナーごとの参加率） ３０％
（研修内容を学校経営や校内研究等で 活用している研修成果率内 ７０％
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３

学校教育を支える教育環境の充実

(４)安全・安心な教育環境の整備
Ｈ２１成果と課題
①公立学校の耐震化
・当初予算、補正予算（Ｈ２２予定の前倒し）により、県立学校３５棟の耐震改修に着手
・公立小中学校等の耐震化を支援

②学校内外の安全確保
・学校安全ボランティア（スクールガード）講習会を県内３地区で開催しスクールガード・リーダーの養
成を図るなか、学校独自の安全マニュアルの作成、保護者や協力団体等との連携により、子ども見守り
活動が広がっているが、各学校や地域の実態を踏まえた上で、子どもたちの危機予測や危機回避能力等
の実践力をつけていくことが今後も必要である。

③安全・安心な学校給食
・栄養教諭・学校栄養職員中心に衛生管理講習会等の研修会を実施し調理場における衛生管理の徹底が図
れたが、引き続き衛生管理と栄養教諭・学校栄養職員の資質向上を図ることが必要である。

④学校図書館の整備の推進と教材整備の推進
・県立１３校で蔵書の充実事業を実施するとともに、県産材使用の書架整備を推進中。
・基礎学力向上、学習習慣の定着を目指し、本県独自に小１〜４の国語・算数の教材を作成。
・県立学校のＩＣＴ環境整備として電子黒板を設置し、新学習指導要領実施に向け理科教育設備等の充実
を図った。

⑤修学資金の支援
・経済・雇用情勢が悪化する中で、高等学校等奨学資金の新規貸与枠を拡充（205人増）し、経済的理由で
高等学校等への修学を断念することがないよう支援した。
・返還未納額拡大防止のため、納付勧奨専門員の増員を図り、収納額が目標を上回った。

Ｈ２２ 対 応 方 針
①公立学校の耐震化
・引き続き県立学校の耐震改修を実施するとともに、公立小中学校等の耐震化を支援。

②学校内外の安全確保
・引き続き各施策を継続し、学校地域安全マップの作成や防犯訓練等を通して子どもたちの危機予測や危
機回避能力等の実践力を付ける。

③安全・安心な学校給食
・引き続き研修会等をとおして衛生管理と栄養教諭・学校栄養職員の資質向上に取り組む。

④学校図書館の整備の推進と教材整備の推進
・作成した教材の活用と、小５〜中３までの教材作りに引き続き取り組む。
・電子黒板の導入効果を検証し、その効果的な活用を推進する。

⑤修学資金の支援
・今後も厳しい経済情勢が予想され、高等学校等奨学金については、引き続き十分な貸与枠を確保し、大
学等奨学金については、安心して進学ができる環境を整えるため、新規貸与枠を拡充（120人増）すると
ともに、高校３年時での予約採用を行う。
・引き続き債権回収の強化に努めるとともに、本県経済が低迷するなか、経済的事情で修学が困難な生徒が、
希望する学校に進学できるよう制度の維持・拡充を図る。

⑥校庭の芝生化
・児童・生徒の安全・安心な屋外活動を可能とし、運動能力向上や精神的安定をもたらす効果が期待され
る校庭の芝生化を県立学校で実践し、また、小中学校のモデル事業を実施するのに併せ、効果検証と普
及啓発を行う。
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【 数値目標（平成25年度）】

２０
(実績)

∇公立学校の耐震化率の向上
高
校：47.0％(H20.4)
特 別 支 援学 校：82.6％(H20.4)
小中学校：58.7％(H20.4)
幼 稚 園：55.6％(H20.4)
∇小学校での学校地域安全マップの作
成率
・学校安全に関する
マニュアルの作成率

２１
(実績)

２２
(目標)

２３
２４
(目標) (目標)

50.6％ 59.7％
84.8％ 97.6％
62.9％ （未定）
55.6％ （未定）
82%

(90%)

小学校： 92.7％ (95%)
中学校： 80.3％ (90%)
高 校： 95.8％ (100%)
特別支援学校： 100％ (100%)

２５
(最終目標)
90％
100％
80％
100％

100%

100%

100%
100%
100%
100%

継続
継続
継続
継続

・修学資金の支援
奨学 資金の貸与財源の一部となる 返還未収金
の徴収 を強化し、収納額の向上を 図る。
奨学資金収納額４.７億円

3.0億

3.4億
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3.7億

4.0億

4.3億

4.7億

取 組 の 方 向
①公立学校の耐震化等
○ 県立学 校の耐 震化を 重点的 に進め るなど 公立
学校の 耐震化及び老朽施設の整備を促進

Ｈ２２年度アクションプラン（数値目標等）
□県立学校耐震化推進事業【教育環境課】
○

児童・生徒の安心・安全を確保する ため、学校施設の耐震化を推進する。
耐震化が必要な県立学校施設11校2 0棟の耐震改修（うち１棟改築）に着手
公立小中学校等についても耐震化 を促進

・
・

□高等学校整備費（米子工業高校改築整備事業）【教育環境課】
○ 児童・生徒の安心・安全を確保する ため、学校施設の耐震化を推進する。
・ 耐震化が必要な県立学校施設11校2 0棟の耐震改修（うち１棟改築）に着手。
・ 公立小・中学校等についても耐震 化を促進

□白兎養護学校訪問学級（鳥取医療センター内）整備事業
【特別支援教育課】（再掲２（６））
②学校内外の安全確保
○ 学校と 地域社 会やボ ランテ ィア等 との連 携に
よる子 どもの安全確保への取組の推進
○ 全ての 小学校 におい て学校 地域安 全マッ プを
作成
○ 情報モ ラル教 育は、 安全に 生活す るため の危
険 回避( 情報安 全教育 )と正し い判断 や望ま しい
態 度を育 てると いう両 面を体 系的に 推進【 再掲
２‐(４ )】

□学校安全対策事業【スポーツ健康教育課】
○

子 ども達が 安全に生 活するた めの学校 や地域の 安全教育 ・安全管 理の充実 を
図る。
・ 地域ぐる みの学校 安全体制 整備推進 事業の実 施（学校 安全ボラ ンティア 講
習 会の開催 、スクー ルガード リーダー を配置し て子ども を見守る 取組を実 施
する市町村へ助成）→安全で安心で きる学校づくりの推進
・ 学校安全研修会の開催
→学校の安全教 育・安全管理の充実と教職員の資質向上

□教職員研修事業【教育センター】（再掲２(4 )）
□ケータイ・インターネット教育啓発推進事業【家庭・地域教育課】
（再掲１(1)、
③安全・安心な学校給食
○ 衛生管 理の徹 底と安 全・安 心な学 校給食 の提
供
○ 関係機 関と連 携した 学校給 食にお ける異 物混
入等の 事故防止

２(4））

□学校給食指導事業【スポーツ健康教育課】
○

学校給食の円滑な実施を図るための 衛生管理に関する指導や研修会等の開催
各種研修会で、栄養教諭、学校栄 養職員を対象に啓発
衛生部局と連携した衛生管理に関 する指導
学校給食における地産地消の推進

・
・
・

④食育の推進【再掲２‐(３)】

□学校における食育推進事業【スポーツ健康教育課】（再掲 ２(3)）
□学校給食用食材地産地消推進事業【スポーツ健康教育課】（再掲２(3)）

⑤学校図書館及び教材整備の充実

□読書活動による人間力向上事業【高等学校課】

○ 関係機 関と連 携した 教育の 推進や 学校図 書館
や教材 整備の充実促進

○

読 書指導に よって豊 かな情操 や人間性 を育むと ともに、 情報活用 能力を育 成
する。（蔵書の充実）

□みんなでチャレンジ教材開発事業【教育センター】（再掲２(1)）
○

読 み・書き ・計算な どの基礎 学力定着 のため、 本県の特 色を生か した県独 自
の教 材を開発 し、児童 、生徒自 らが見通 しをもっ て学習に 向かう習 慣が確立 で
きる内容の教材作りを行う。

⑥修学資金の支援
○ 必要と されて いる生 徒に貸 与がで きるよ う奨
学金の 貸与枠や財源確保を図る

⑦校庭の芝生化
児童・ 生徒の 安全・ 安心な 屋外活 動を可 能と
し 、運動 能力の 向上や 精神的 安定を もたら す効
果が期 待される校庭の芝生化を推進

□奨学資金債権回収強化事業、育英奨学事業、進学奨励事業
【人権教育課】
○

経 済的理由 により修 学が困難 である者 に対して 以下の奨 学金の貸 与を行う こ
とにより、有用な人材を育成する。
・ 鳥取県育英奨学資金（大学等・高 校等）
・ 高等学校定時制課程及び通信制課程 修学奨励金
○ 大 学等への 進学に際 し、金融 機関から 進学資金 を借り入 れた者に 対し、利 子
の一部を助成することにより、進学意 欲・意識の高揚等を図る。
○ 増 え続ける 奨学金返 還未納額 の一層の 拡大を防 ぐため、 効果的な 債権回収 に
努める。

□県立学校校庭芝生化推進事業

【教育環境課】（再掲 ２(3)）

○

□鳥取方式の芝生化促進事業【協働連携推進課】（再掲２ (3)、２(5)）
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３

学校教育を支える教育環境の充実

(５)私立学校への支援の充実
Ｈ２１成果と課題
①私立学校の振興及び②学校経営の健全性の向上・入学者確保
・私立学校の生徒・保護者の負担軽減を図るため、学校の教育環境の維持向上に必要な経費に対して助成
を行った。
・学校経営の健全性の向上のため、早期退職の退職金割増しに対する助成を行った。
・学校の特色づくりや魅力度向上のため、外部の意見を取り入れた事業や学校評価を推進する取組に対し
て助成を行った。
・少子化の進展に向けて、更に取り組んでいくことが必要。

③私立学校の耐震化
・私立高等学校の耐震化を促進するため、耐震診断の助成制度を新たに創設した。

Ｈ２２ 対 応 方 針
①私立学校の振興及び②学校経営の健全性の向上・入学者確保
・私立学校の独自性を尊重しつつ、様々な取り組みを支援できるよう、計画的な学校訪問により各学校の
実情を把握し、適切な助言や情報提供を行う。
・私立学校の情報公開の一層の推進、学校評価制度の一層の定着・充実を図る。

③私立学校の耐震化
・一層の耐震化率の向上を目指す。
・国の制度も補助率が低い等の問題もあり、利用しやすい制度となるよう引き続き国に働きかける。

【 数値目標（平成25年度）】

２０
(実績)

２１
(実績)

・私立中・高等学校（7校）の学校関
係者評価実施率
71.4%
・私立幼稚園(28園)における学校関係
者評価の公表率

①私立学校の振興
○ 特色 ある教育活動の推進を図るための支援
○ 優秀な教 職員の人材確 保・育成(特に 若手職員
育成)のた めの研修などの支援
○ 多様な 生徒に 対する きめ細 かい教 育を提 供す
るため の支援
○ 実践 的な職業教育の促進を図るための支援
○ 情報公 開、学 校評価 制度の 導入促 進を図 るた
めの支 援

85.7%

100%

0％

25％

0％

取 組 の 方 向

２２
(目標)

２３
２４
(目標) (目標)

２５
(最終目標)

100%

100%

100%

50%

75.0%

100%

Ｈ２２年度アクションプラン（数値目標等）
□［私立学校就学サポート事業］私立学校教育振興補助金
【青少年・文教課】
○

私 立学校（ 幼稚園、 中学校、 高等学校 、専修学 校）の生 徒・保護 者の負担 軽
減を 図るため 、学校の 教育環境 の維持向 上に必要 な経費に 対して助 成を行い 、
県内生徒へ多様な教育の機会を確保す る。

□私立幼稚園運営費補助金【子育て支援総室】（再掲）
○ 私 立学校（ 幼稚園、 中学校、 高等学校 、専修学 校）の教 育条件の 維持向上 及
び保護者負 担の軽減を 図るとともに 、学校経営の 健全性を高め 、特色ある取 組を
促進する（私立学校の運営費に対して 助成）

□私立高等学校等特別支援教育サポート事業【青少年・文教課】
○

私立学校における特別支援教育を推 進する。
・ 特別支援 教育に係 る、長期 研修の代 替教員の 経費の一 部、学習 環境整備 に
要する経費の一部を助成
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□特別支援教育推進事業【子育て支援総室】
○ 私 立幼稚園 における 特別支援 教育の充 実、振興 を図るた め、特別 支援教育 の
実施に係る教員人件費、教材費等に対 して助成を行う。

□心豊かな学校づくり推進事業【青少年・文教課】
○

私 立高等学 校の生徒 の体験活 動、教育 相談体制 の整備等 に要する 経費に対 し
て助成する。

□子育て支援活動、預かり保育推進事業【子育て支援総室】（再掲）
○

平 日・休日 預かり保 育や地域 への園開 放、保護 者に対す る教育相 談等、子 育
て支援活動に要する経費に対して助成 する。

□同和教育推進事業【子育て支援総室】
○

人 権尊重の 精神の芽 生えを育 むため、 私立幼稚 園で行わ れる保護 者啓発活 動
等に要する経費に対する助成を行う。

□ティーム保育推進事業【子育て支援総室】
○

幼児教育の充実のため、ティーム保 育導入に係る教員人件費に助成を行う。

□活力と魅力あふれる私立学校支援事業【青少年・文教課】
○

私立中・高等学校の生徒の学力向上 等を図る。
私立学校 の保護者 、教職員 等で組織 する学力 向上検討 委員会で 検討され た
創意工夫のある学力向上事業に対し て補助
・ 学校課題 の解決に 向け、よ り機能的 な「学校 評価シス テム」を 構築する た
めにアドバイザー（講師）を招聘し た場合、その経費に対して補助
・

□私立幼稚園における学校関係者評価の推進【子育て支援総室】
○

私 立幼稚園 における 学校評価 の推進を 支援する ため、教 育委員会 の主催す る
研修 会への参 加呼びか けや、教 育委員会 と協調し ながら情 報提供、 説明会等 を
適宜実施する。

②学校経営の健全性の向上・入学者確保 □［私立学校就学サポート事業］私立高等学校等就学支援金
○

私立学 校の教 育条件 の維持 向上や 学校経 営の
健 全性の 向上、 保護者 等の学 資負担 の軽減 を図
るため の私立学校助成の充実

○国にお いて創設され た「高等学校 等就学支援金 」を交付し、 家庭の教育費 の負
担軽減を図る。

□［私立学校就学サポート事業］私立学校生徒授業料減免補
助金【青少年・文教課】
○ 私立学校に在籍する生徒の学資を負 担している者の経済的負担の軽減を図る。
・ 私立学校の納入金を減免している 学校設置者に対して助成

□私立幼稚園保育料軽減事業補助金【子育て支援総室】
○ 私 立幼稚園 に在籍す る児童の 保育料を 負担して いる者の 経済的負 担を軽減 す
るた め、同時 在園保育 料軽減制 度又は第 ３子保育 料軽減制 度により 保育料を 減
免している幼稚園設置者に対して助成 を行う。

□私立学校経営改善支援事業【青少年・文教課】
○

私 立中・高 等学校が 経営改善 を図るた め教職員 数の適正 な見直し を図るた め
の退職金割増に要する経費に対して助 成する。

□私立幼稚園運営費補助金【子育て支援総室】（再掲）
③私立学校の耐震化
○

私立学 校施設 の耐震 化の促 進を図 るため 、耐
震 診断に 係る経 費への 助成及 び耐震 化に対 する
支援の 充実

□私立幼稚園耐震診断促進事業【子育て支援総室】
○

私 立幼稚園 の園舎の 耐震診断 が促進さ れるよう 耐震診断 に係る経 費に助成 を
行う。

□私立学校施設整備費補助金【青少年・文教課】
□私立幼稚園施設整備費補助金【子育て支援総室】
○

私立学校の大規模修繕等を促進し、 安全な環境の中での教育の確保を図る。
老朽化した私立学校施設の大規模 修繕等に助成

・
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４

文化・芸術の振興と文化財の保存・活用

(１)文化・芸術活動の一層の振興
Ｈ２１成果と課題
①文化・芸術振興による地域の「創造性」の向上
・アーティストや文化団体への支援、市町村や文化団体等との連携により、文化・芸術の振興を図った。
・文化・芸術の発表・鑑賞の場として、とりアート（県総合芸術文化祭）、県美術展覧会とともに、全国の
地域伝統芸能を一堂に集めた「日本のまつり・2009鳥取」を開催した。なお、依然として、若年層や男
性の鑑賞者が少ない傾向にある。
・「鳥の演劇祭」を昨年に引き続き開催。今年度は国際団体を招致した国際演劇祭として開催。
・学校の希望をもとに芸術鑑賞教室及び小学校における音楽ワークショップ体験モデル事業を実施。
・未就学児対象のアートスタート事業や小中学生の美術活動の振興を図るための県ジュニア美術展覧会を
開催。

Ｈ２２ 対 応 方 針
①文化・芸術振興による地域の「創造性」の向上
・引き続き文化・芸術団体への支援や発表・鑑賞の場、学校での芸術鑑賞教室等の事業を実施し、その際、
若年層・男性の鑑賞者の増や市町村や学校の教員のより主体的な参加を推進する。
・「日本のまつり・2009鳥取」の成果を踏 まえ、伝統行事・芸能を次世代に引き継ぐための取組みとして、
「第46回郷土の民俗芸能大会」を集客力ある内容に拡充し、併せて市町村との連携を図る。
・アーティストとの協働や市町村との連携により劇団付き劇場による地域創造事業及びアーティストイン
レジデンス事業を実施し、アーティストリゾートの取組みをさらに強化するとともに、公演の一部を鳥
取でも開催する「BeSeTo 演劇祭」を支援する。
・アートスタート事業については、市町村の主体的な取組みを促進するため、事業の一部を市町村の間接
補助金として実施する。

【 数値目標（平成25年度）】

２０
(実績)

２１
(実績)

−％

−％

２２
(目標)

２３
２４
(目標) (目標)

２５
(最終目標)

∇児童生徒が文化芸術に触れる機会を
持つように努める⇒２年に１回以上
【再掲 ２−（２）】

（現状71.8％(H18及び19に文化芸
術に触れた学校の割合)）
学校における鑑賞教室等に関する
実態調査（H19)
※学校における鑑賞教室等に関する実態調査は５年に１回の調査のため。
なお、Ｈ21実績からの「学校教育成果と課題」で実態を把握する予定。
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100％

取 組 の 方 向

Ｈ２２年度アクションプラン（数値目標等）

①アーティストや文化団体への支援、支 □鳥取県文化芸術活動支援補助金【文化政策課】
援団体等との連携
・ 県 内に活動 拠点をお く芸術家 、文化活 動者、団 体等が行 う芸術・ 文化活動 に
○ アーテ ィスト や鳥取 文化団 体連合 会等の 文化
団体へ の支援
○ 文化・ 芸術活 動を支 援する 方々と 連携し た文
化・芸 術活動の活性化

対する経費の一部を支援

□鳥取県文化団体連合会主催事業【文化政策課】
・ 文化的な公共サービスの担い手であ る鳥取県文化団体連合会の活動を支援し、
地域に根ざした創造性の高い活動を育 成し、特色ある地域文化の振興を図る

②文化・芸術を発表する場や鑑賞する機 □第８回とりアート(鳥取県総合芸術文化祭)開催事業
【文化政策課】
会の拡充等
・ 国 民文化祭 の成果を 継承・発 展させる べく、県 民自らの 手による 文化芸術 の
○ 県民が 文化・ 芸術を 発表す る場や 鑑賞す る機
会の拡 充
○ 財政事 情が許 せば県 民合意 を得た 上での 美術
館の建 設

祭典として実行委員会が開催する事業 を支援（９〜11月開催）

□鳥取県美術展覧会開催事業【文化政策課】
・

広 く県民か ら美術作 品を募り 、優れた 作品を展 示する鳥 取県美術 展覧会を 開
催し、鑑賞機会の提供及び美術、文化 の進行に寄与

□とっとり伝統芸能まつり開催事業（第46回郷土の民俗芸能
大会）【文化政策課】
・ 「日本のまつり・2009鳥取」の成果を踏 まえ、伝統行事・芸能を次世代に引き
継ぐための取組みとして開催

③アーティストリゾートの展開促進等
○ 「ア ーティストリゾート」の展開の促進
○ 心豊か な県民 生活、 ネット ワーク づくり 、地
域の魅 力向上などの付加価値の創造への貢献

□ｱｰﾃｨｽﾄﾘｿﾞｰﾄ創造事業（劇団付き劇場による地域創造事業）
【文化政策課】
・ 鹿野 ・鳥の劇場が「劇団 付き劇場」として、 劇団、地元住民、鳥取市、鳥 取県
等との協働により、「鳥の演劇祭」、ワ ークショップ、体験イベントを開催

□ｱｰﾃｨｽﾄﾘｿﾞｰﾄ創造事業（ｱｰﾃｨｽﾄｲﾝﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ事業）【文化政策課】
・

鳥 取県、岩 美町、地 元住民と の協働に よる実行 委員会を 設置し、 自然をテ ー
マとした展示会をアーティストインレジ デンスにより開催

□BeSeTo演劇祭開催支援事業【文化政策課】
・ 中国・韓国・日本の３カ国によ る国際演劇祭（BeSeTo 演劇祭）を２ ０１０年
は日本で開催予定であり、その公演の 一部を鳥取でも開催（鹿野・鳥の劇場）

④文化・芸術に触れ、感性を磨く機会の □芸術鑑賞教室開催費【文化政策課】（再掲２(2)）
確保 【再掲２‐(２)】
・ 県 内の高校 、特別支 援学校の 生徒を対 象に、学 校の体育 館や文化 施設での 芸
○ 教 育現場や 地域で、 子ども達 や若者が 文化・
芸術に 触れ、感性を磨く機会の確保

術鑑賞機会を提供する。
※小 中学校の 芸術鑑賞 について は、文化 庁事業又 は市町村 実施（市 町村交付 金
対象）で対応

□小学校における音楽ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ体験ﾓﾃﾞﾙ事業【文化政策課】
（再掲２(2)）
・

小 学校の音 楽の授業 に、国内 屈指のオ ーケスト ラ楽団員 によるワ ークショ ッ
プを体験する機会をモデル事業として 提供。

⑤文化・芸術が生活の一部となる生活ス □アートスタート「次世代鑑賞者育成事業」【文化政策課】
タイルの浸透促進
・ 未 就学児を 対象とし た作品鑑 賞、創造 体験、公 演鑑賞の 機会提供 、企画及 び
○

子ども の頃か ら文化 ・芸術 に触れ る機会 を拡
充 し、文 化・芸 術が生 活の一 部とな る生活 スタ
イルの 浸透の促進

紹介の支援
ア ートスタ ートの取 組みに係 る情報や 課題を、 市町村や 活動団体 で共有す る
ため情報交換会を開催

・

□鳥取県ジュニア美術展覧会開催事業【文化政策課】
・ 児童・生徒等の創作作品を発表する 場を提供し、出展 機会を拡大することで、
芸術文化活動への意欲を高め、県内の 青少年の美術活動の助長と振興を図る。
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４

文化・芸術の振興と文化財の保存・活用

(２)文化財を大切にし、 身近に感 じ、親しむ ことがで きる地域 づくり
Ｈ２１成果と課題
①文化財を大切にし、身近に感じ、親しむことができる地域づくり
・民俗芸能の保存伝承を図るため、１２の保存団体の活動を助成するとともに、民俗芸能フォーラムを開
催し、民俗芸能を保存伝承していくためのよりよい方策について有益な意見交換ができた。
・文化財を大切にする機運の醸成と文化財保護推進のため、積極的な情報発信と調査研究を実施した。
毎年恒例になり地域に定着しているもの、文化財めぐりなど応募者が増えてきているものもあり、今ま
で遺跡や遺物に興味のなかったという客層を取り込むことが出来つつある。
・妻木晩田遺跡のガイダンス施設を「弥生の館むきばんだ」と命名し、平成２２年４月４日にオープン予定。
上淀廃寺跡、向山古墳群など周辺にある遺跡との連携がさらに必要。
・青谷上寺地遺跡整備活用基本計画を策定し、順次保存活用に着手。
・世界遺産を視野に入れ、三徳山世界遺産登録運動推進協議会を中心に調査研究・情報発信を実施。

Ｈ２２ 対 応 方 針
①文化財を大切にし、身近に感じ、親しむことができる地域づくり
・引き続き保存・伝承支援や文化財保護推進のための情報発信及び調査研究を推進する。
特に、市町村や保存団体、ＮＰＯ等との連携を推進するとともに、同種又は開催時期が近いイベントな
どをリンクさせ、さらに効果的なＰＲ（情報発信）に留意しつつ取組みを進める。

【 数値目標（平成25年度）】
∇県指定文化財の新規指定件数
・妻木晩田遺跡来場者数

２０
(実績)

２１
(実績)

２２
(目標)

３件

３件

３件

人
31,895

23,932

人

人

45,000

２３
２４
(目標) (目標)
３件
人

３件

合計15件
人 史 跡 等総 合 整 備 活

48,000 50,000 用 推 進事 業 が 終 了
する H24から年間5
万人を目指す。

(2月末現在）

・青谷上寺地遺跡展示館来場者数

人
10,321

人

7,382
(2月末現在)
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人

16,000

２５
(最終目標)

人

人

17,000 18,000

20,000人

取 組 の 方 向

Ｈ２２年度アクションプラン（数値目標等）

①文化財を大切にする機運の醸成 【再掲２ □情報発信「鳥取県の文化財」【文化財課】（再掲２(2)）
‐(２)】
○ 県民が 歴史や 文化を 誇りに 思い、 文化財 を大
切にす る気運の醸成
○ 文化財 主事に よる学 校等へ の出前 講座な どの
充実

○

「文化財めぐり」「展示会」「講演会 」など、積極的な情報発信を行う
「とっと り文化財 ウィーク 」と称し 、県内各 所の文化 財の公開 情報を期 間
を定めて情報提供する。
・ 新規指定文化財展示会、建造物調 査報告会の開催
・

□調査研究「鳥取県の文化財」【文化財課】
②文化財保護の推進と情報発信
○ 文化財 指定、 登録、 指定後 のフォ ローア ップ
等によ る文化財保護の推進
○、文化 財の積極的な情報発信と活用の促進

○

国･県指定、登録の候補になる文化財 の調査研究を実施し指定に取り組む
建造物、民俗文化財、天然記念物 等の詳細調査を行う（５件）

・

□情報発信「とっとり弥生の王国」【文化財課】（再掲２(2)）
○

③文化財を身近に感じ、親しむ地域づく
りの推進
○ 地域の 身近な 文化財 を訪ね る楽し さを伝 える
活 動や身 近な無 形民俗 文化財 を地域 で伝承 して
いく活 動の支援
○ 妻木晩 田遺跡 や青谷 上寺地 遺跡を はじめ とす
る 本物の 文化財 に触れ 、楽し める環 境の整 備及
び活用 の促進

④三徳山の世界遺産登録に向けた学術調
査
○ 三徳山 の世界 遺産登 録に向 けた学 術調査 の推
進と登 録に向けた取組みの支援

国内最大 級の弥生時代集 落「妻木晩田遺跡 」、地下の弥生 博物館「青谷上 寺地
遺跡 」の２大 遺跡を「 とっとり 弥生の王 国」とし 、総合的 に情報発 信し、県 内
外に鳥取県の歴史・文化を周知する。
・ とっとり弥生の王国情報発信
県内外でシンポジウムを開催（ 兵庫県で開催予定）
・ 妻木晩田遺跡活用事業
新緑、秋麗まつり、考古学講座 、企画展示など各種イベントの開催
（イベント参加者数5,000人）
・ 青谷上寺地遺跡活用事業
青谷上寺地遺跡展示館でのイベ ントの開催
・ あなたも弥生のお菓子職人！アイ デア募集事業
県内遺跡をイメージさせるお菓 子のアイデアを募集

□伝統芸能等支援事業【文化財課】
○

保存伝承を図るため、保存団体の活 動への支援
民俗芸能フォーラムの開催、子ど も団体への支援（15件）

・

□妻木晩田遺跡調査整備事業（保存整備）【むきばんだ史跡公園】
○

国の「史跡等総合整備活用推進事業」 による史跡整備
竪穴住居４棟、遺構露出展示覆屋 、休憩舎などの整備を行う。

・

□未来に引き継ごう！県民の歴史資産「三徳山」調査活用推
進事業【観光政策課】
○

世 界遺産登 録を視野 に入れ、 三徳山の 歴史を探 り、価値 を高め、 観光やま ち
づく りへの活 用を推進 するため 、三徳山 世界遺産 登録運動 推進協議 会を中心 に
調査研究や情報発信等の事業を行う

□文化財保護指導費【文化財課】
○

埋蔵文化財保護調査
三徳山や大山寺の重要遺跡の学術 調査への助成

・

□青谷上寺地遺跡出土品調査研究等事業：青谷上寺地遺跡土
曜講座関連事業【埋蔵文化財センター】
○

青谷上寺地遺跡の魅力を積極的にア ピールするための情報発信
土曜弥生講座の年５回開催
外部講師 と職員と の対話を 通じて調 査研究成 果を分か りやすく 伝えるミ ニ
フォーラムを１回開催。

・
・

□鳥取県の考古学情報発信事業：鳥取県の情報発信「古代歴
史への誘い」事業【埋蔵文化財センター】
○

県内外で文化財主事が鳥取県の考古 学に関わる出前講演を実施
文化財主事１名につき年２回

・

□青谷上寺地遺跡発掘調査事業：遺跡詳細調査【埋蔵文化財センター】
○

国 史跡青谷 上寺地遺 跡を整備 ・活用し ていくた めに発掘 調査によ り必要な デ
ータを得る

□青谷上寺地遺跡史跡指定地公有化・保存活用事業【文化財課】
○ 国 史跡青谷 上寺地遺 跡を保存 ・整備・ 活用する ため、国 史跡指定 地を平成 20
年度 から10ヵ 年かけて 公有化す る。また 、公有化 した土地 を関係機 関と連携 し
て維持管理及び活用方策を検討する。
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５

スポーツの振興

(１)心豊かで活動的な地域スポーツ社会の構築
Ｈ２１成果と課題

・
「鳥取県スポーツ振興計画」実現に必要な事業の優先実施が必要。

①少年期のスポーツ活動の適正化
・青少年健全育成の理念に基づいた活動の必要性を市町村担当者会等で呼びかけているが、依然として勝
利主義や過度の活動が行われ、学校教育にも支障が生じているなどの課題があった。このため、実態把
握のためのアンケート調査を実施した。

②生涯スポーツ社会の実現
・「総合型地域スポーツクラブ」の育成支援に向けて、連絡協議会やクラブマネジャー研修会の開催等に取
り組んだところ、参加者が増加した。未設置町村に働きかけ、来年度新たに１町で立ち上げ予定。
引き続き未設置解消のため働きかけを行うとともに、総合型地域スポーツクラブの安定的運営のための
検討が必要。
・県民スポレク祭の開催及び、社会体育担当者の研修やレクリエーション活動の充実に向けての支援等を
行ったが、新型インフルエンザ等の関係で参加者が減少した。
・運動、スポーツに関する県民の実情を総合的に把握し、今後の本県生涯スポーツの推進施策の基礎資料
を得るために、「県民の運動・スポーツに関する
意識・実態調査」を実施した結果、５年前に比
本県推定値
全国推定値
べ「運動・スポーツ実施率」が７.４ポイント
Ｈ２１
５１．７％
４５．３％
上昇した。
Ｈ１６
４４．３％
３８．５％

③トップアスリートの育成（競技力の向上）
・補助金の早期交付による強化事業の円滑実施や積極的な戦力分析等による強化状況の把握等に努めてき
たが、国体中国ブロック大会での突破種目数が大きく減少し、国体順位は最下位となった。

Ｈ２２ 対 応 方 針

・
「鳥取県スポーツ振興計画」実現に必要な事業を優先して実施。

①少年期のスポーツ活動の適正化
・青少年健全育成の理念に基づいた活動が行われるよう、アンケート結果を踏まえた普及啓発や講習会を
実施。

②生涯スポーツ社会の実現
・「県民の運動・スポーツに関する意識・実態調査」の分析を行うとともに、結果を踏まえて運動・スポー
ツ実施率の向上や生涯スポーツの推進・普及に必要な検討を行う。
・「総合型スポーツクラブ」が全ての市町村に創設できるよう継続して働きかけを行うとともに、安定的運
営を図るために必要な人的・財政的な支援について検討を行う。また、効果的な育成支援のため、「とっ
とり広域スポーツセンター」の組織及び機能の見直しを検討する。

③トップアスリートの育成（競技力の向上）
・人口の少ない本県ではジュニア期からの選手育成が一番の課題であり、競技団体の意見を踏まえながら、
ジュニア強化に視点を当てた支援事業の一層の充実を図る。
・競技力向上への取組みをより強化するため、選手強化に繋がる直接的な業務を県体育協会に委託するなど、
県教育委員会と県体育協会のそれぞれの責任と役割分担を明確化し、機能的な組織体制にすることにより、
一層の競技力向上を図る。

【 数値目標（平成25年度）】
∇総合型地域スポーツクラブの設置
∇県民(成人)の運動・スポーツ実施率
平 成１６年度実績( 44.3%)
∇国民体育大会

２０
(実績)

２１
(実績)

旧１６市町村
41％

旧１７市町村 旧26市町村 旧28市町村 旧30市町村
44％
67％
72％
77％

直 近 調査
はＨ１６

51.7%

46位

47位
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２２
(目標)

２３
２４
(目標) (目標)

２５
(最終目標)
旧39市町村
100％(H28)
６０％以上
40位台前半
（常時30位台）

取 組 の 方 向

Ｈ２２年度アクションプラン（数値目標等）

①学校体育・スポーツ活動の充実 【再掲２ □学校体育充実事業【スポーツ健康教育課】（再掲２(3)）
‐(３)】
□児童生徒の体力向上事業【スポーツ健康教育課】（再掲２ (3)）
□芝生でいきいきとっとりっ子事業【スポーツ健康教育課】（再掲２(3)）
□運動部活動推進事業【スポーツ健康教育課】（再掲２(3)）
□全国中学校体育大会補助金【スポーツ健康教育課】（再掲 ２(3)）
②青少年健全育成に基づいたスポーツ活 □生涯スポーツ推進費【スポーツ健康教育課】
動の普及
○ 青少年健全育成の理念に基づいた少 年期のスポーツ活動を奨励する。
○ 勝敗の みにこ だわる のでは なく、 いろい ろな
ス ポーツ を体験 させた り、ス ポーツ 活動以 外に
も 仲間と の交流 や奉仕 活動を させる など、 青少
年健全 育成の理念に基づいた活動の奨励
○ 青少年 健全育 成の理 念に沿 った適 切な指 導等
の普及 ・啓発

③地域における生涯スポーツの充実
○
○

総合 型地域ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞの設立及び育成の支援
地域 スポーツの振興やスポーツに対する県民
への啓 発（各種イベント開催等）と、各市町村
や関係 団体等の連携を密にした推進組織の整備
○ ＮＰ Ｏ法人やプロスポーツ団体との連携によ
るスポ ーツ活動の普及・活性化の推進
○ 高齢 者や障害者が取り組みやすいスポーツ・
レクリ エーション活動の普及等

・
・
・
・
・

地域（学校）や保護者との連携強 化
市町村及びスポーツ団体との連携 による研修会の充実
少年スポーツクラブに対する支援 協力体制の整備
競技団体と連携した適切な指導の 実施
小学生スポーツ指導者講習会の開 催（東・中・西部地区）

□とっとり広域スポーツセンター事業：
【スポーツ健康教育課】
○

広 域スポー ツセンタ ーとして 、ＮＰＯ 法人や地 域等で取 り組んで いる「総 合
型地域スポーツクラブ」の育成を支援 する。
・ クラブマネジャー研修会の開催（ 年３回開催）
・ とっとり広域スポーツセンター企 画運営委員会の開催（年２回開催）
（総合型地域スポーツクラブを旧３９ 市町村に設置（H21＝17市町））

□生涯スポーツ推進費：
【スポーツ健康教育課】
○

生 涯スポー ツの推進 を目指し て、普及 啓発活動 や生涯ス ポーツ振 興のため の
方策を検討する。
・ 鳥取県生涯スポーツ推進協議会の 開催（年２回開催）
・ 鳥取県体育指導委員研究大会の開 催及び開催経費の一部助成

□スポーツ・レクリエーション事業：
【スポーツ健康教育課】
○

「 生涯スポ ーツの振 興」や「 人づくり ・地域づ くり」が 根付き、 県民のス ポ
ーツ活動がより盛んになることを目指 して、各種大会を継続して実施する。
・ 鳥取県民スポーツ・レクリエーシ ョン大会の開催
・ 全国スポーツ・レクリエーション 祭への派遣等に係る経費の一部助成

□中部地区社会体育担当者研修会の開催【中部教育局】
○

社 会体育担 当者が一 同に会し 、課題解 決に向け た研修を 行い、市 町におけ る
生涯スポーツ・社会体育の充実を図る 。
・ 講演・研究協議・実技研修等

□レクリエーション活動支援事業【青少年・文教課】
○ 青 少年の健 全育成、 健康で生 きがいに 満ちた暮 らし等に 有効な手 法である レ
クリエーションを普及
・ レクリエ ーション の普及に ついて全 県的活動 を行う鳥 取県レク リエーシ ョ
ン 協会が行 う鳥取県 レクリエ ーション 大会の開 催、全国 組織から ニュース ポ
ー ツ等の指 導者を招 いたレク リエーシ ョンの指 導者養成 に要する 経費に対 し
て助成

④競技スポーツの総合的な向上
○ 競技力 向上に 係る基 本的な 考え方 や方針 の決
定
なお、 次の業 務につ いては 、県か らの業 務委
託に基 づき県体育協会が中心となって取り組む。
・国 体や全国大会に向けた直接的な選手強化
・競 技団体等への指導

□競技力強化推進事業：
【スポーツ健康教育課】
○

国 体を中心 とする全 国大会に おける選 手強化や 競技団体 への指導 など「選 手
強化 を中心と する業務 を財団法 人鳥取県 体育協会 に委託し 、より一 層の競技 力
の向上を図る。
・ 県体育協 会に業務 委託する ために必 要な経費 （職員派 遣の人件 費）に対 し
て助成

□競技力向上対策事業費：
【スポーツ健康教育課】
○

本 県スポー ツの競技 力向上を 図るとと もに、世 界や全国 で活躍で きる競技 者
を輩 出するこ とにより 、当該ス ポーツ活 動を通し て県民に 夢や希望 を与え県 勢
を活性化する。（県体育協会に委託）
・ ジュニア 期におけ る選手強 化（ジュ ニアクラ ブ支援、 中学生選 抜、高校 部
指定、強化選手の指定等）
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・ ジュニア期一貫指導体制づくりに 対する支援
・ ジュニア指導に携わる指導者の育 成
・ 成年国体選手等に対する強化選手 の指定
・ 強化事業に取り組みやすい環境の 整備
・ 栄養指導を含む医科学サポートの 充実
（国民体育大会の総合成績 常時３０ 位台の成績を確保（Ｈ21＝47位））

□国体成年団体競技強化事業：
【スポーツ健康教育課】
○ 他 県に比べ て大きな ハンディ を持つ「 成年団体 競技」の 強化を図 ることを 目
指し て、高い 競技力を 有する社 会人クラ ブチーム を指定し 、その活 動を支援 す
る。（県体育協会に委託）
・ 選手強化に必要な遠征費等活動費 の一部助成

□競技スポーツ推進費：
【スポーツ健康教育課】
○ 本県スポーツの競技力向上及び競技 スポーツに対する意識の高揚を目指して、
優秀選手の表彰等を行う。
・ 国体知事表彰（国体入賞者）
・ スポーツ顕彰授与（国際大会で優 秀な成績を収めた者）

□第６５回国民体育大会中国ブロック大会開催事業【スポーツ健康教
育課】
○

平 成２２年 度に本県 で開催す る「第６ ５回（第 ６６回冬 季大会） 国民体育 大
会中国ブロック大会」の開催に必要な 経費を負担する。
・ 開催日程 平成２２年５月２９日 〜平成２２年１２月１２日
・ 開催予定地 鳥取市ほか７市町
・ 開催競技数 ３４競技（県外開催 ４競技を含む）

- 55 -

６

鳥取県教育振興基本計画の推進に向けた体制づくり

(１)県民との協働による開かれた教育行政の推進
Ｈ２１成果と課題
①県民とともに進める開かれた教育行政、及び②教育問題等への迅速かつ的確な対応
○教育委員会の活動状況等を適切に情報発信したり、学校現場の様子や意見を聞く機会の設定や協議の場
を設けるなどの取組みにより、開かれた教育行政の推進に努めた。
・定例会の会議録及び資料を翌月ホームページに掲載、全教育委員によるリレーコラムの掲載。
・スクールミーティングによる 学校現場の教職員・保護者・生徒等との意見交換の実施。
・「教育行政の点検及び評価」の中で、教育委員自らが活動状況を振り返り、今後の活動に活かすため
の自己評価の実施。

③鳥取県教育振興基本計画の確実な推進
・９月末時点で中間評価を実施し、課題等の抽出を行い、そこで把握した課題の解決に向けた取組みをで
きるだけ次年度予算に反映させるよう取り組んだが、このＰＤＣＡサイクルの確立、特に、次に繋がる
ような「評価」ができるかどうかが課題。
・県の将来ビジョンの推進、平成２１年度工程表に基づく達成度の評価、知事マニフェストの進捗管理な
どとの整合性を図りつつ、基本計画の進捗管理・評価とを如何に効率的に進めるかが課題。

Ｈ２２ 対 応 方 針
①県民とともに進める開かれた教育行政、及び②教育問題等への迅速かつ的確な対応
・学校・家庭・ＰＴＡなどの各種団体や地域、企業などと連携しながら、積極的な情報提供と意見交換等
を行うなど、引き続き開かれた教育行政の推進に努める。
・教育に関する重要事項の検討は、鳥取県教育審議会及び各分科会等を活用するなど、広く県民の意見を
聴きながら進める。

③鳥取県教育振興基本計画の確実な推進
・ＰＤＣＡサイクルの一巡目であり、計画の確実な推進に向けてより上向きスパイラルになるよう、中間
評価・次年度予算要求・点検評価等の流れをより円滑なものに工夫していく。

【 数値目標（平成25年度）】
▽鳥取県教育振興基本計画の数値目標
の達成率

２０
(実績)

２１
(実績)

２２
(目標)

２３
２４
(目標) (目標)

− ％ (各項目の数値確
定後に記載)

取 組 の 方 向

２５
(最終目標)
100％

Ｈ２２年度アクションプラン（数値目標等）

①県民とともに進める開かれた教育行政 □知りたい 聞きたい 開かれた教育づくり事業【教育総務課】
○ 県民の 教育に 関する 理解と 関心を 高める 取組
みの推 進
○ より 一層の情報提供と広報公聴活動の推進
○ 教育委 員会事 務の点 検・評 価制度 の適正 な実
施と教 育施策への確実な反映

○

学校現場の課題・ニ−ズの把握
スク−ルミ−ティング年６回開催
教育だより「とっとり夢ひろば」 の発行
「とっとりの教育」の出前説明会 等

・
・
・

□教育委員会費【教育総務課】
②教育問題等への対応

○

教育委員会の情報公開
ホ−ムペ−ジを通じた教育委員会 議事録の迅速な公開
ホ−ムペ−ジを通じた教育委員リ レ−コラムの実施（１年間に全委員）

○ 多種・ 多様な 教育問 題等に 迅速に 対応す る組
織づく りや専門機関等の連携の検討

・
・

□鳥取県教育審議会費【教育総務課】
○

教育等の重要事項について、調査審 議、建議を行う。

③鳥取県教育振興基本計画の確実な推進 □教育振興事業費：鳥取県教育振興基本計画事業【教育総務課】
○

鳥取 県教育振興基本計画の着実な推進

○

鳥取県教育振興基本計画の円滑な推 進
学校など関係団体に対するアンケ −ト調査
出前説明会

・
・
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６

鳥取県教育振興基本計画の推進に向けた体制づくり

(２)市町村、国、高等教育機関など関係機関との連携・協力の推進
Ｈ２１成果と課題
①市町村との連携・協力体制の充実
・年２回の定期的な連絡協議会の開催や個別課題毎の意見交換を実施するとともに、全国都道府県教育委
員会連合会や文部科学省等から入手した各種教育行政情報の提供等を積極的に行い、情報の共有に努め
た。
・市町村教育委員の資質向上に資するため、全体の研修会とともに、新たに新任委員の研修を実施。
・市町村教育委員会との連絡協議の場でも、共同設置について提案するなど、市町村教育委員会でも認識
を持っていただいた。（県と日野郡３町による「連携・共同事務検討協議会」において、「教育委員会の
一元化」も、将来の検討課題に挙がっているところ。）

②高等教育機関との連携・協力の一層の推進
・県内３大学と島根大学教育学部による「学校支援窓口一覧」をホームページに掲示するとともに、県内
学校に情報提供しその活用を促すとともに、活用状況についてのアンケート調査を実施。
・オープンキャンパス等の参加者増など、高大連携の面では充実しつつあるが、教科教育等での学校支援
の充実が課題となっている。
・学生教育ボランティアについては、鳥取大学近郊の学校を中心に継続的な活動が活発に行われている状
況がある一方で、活動を希望しながら実際の活動が行われていないという状況がある。
・県内学校による学生教育ボランティアの活用方策について、鳥大学生にアンケート調査を実施。
→ 活動を希望する学生とのマッチングが課題（①知らない学生４割、②時間的・活動場所が合わな
いなど、③半数近くの学生 が今後はしたいと回答）
・県内高等教育機関（鳥取大学、鳥取環境大学）と知事部局との連絡会議を開催し、人材育成等について、
連携してできることを協議した。
・鳥取大学が進める「ものづくり道場」の設置について、「ものづくり協力会議」のメンバーとして参画し、
「ものづくり道場」の広報及び「ものづくり道場」の指導者養成研修テキストの作成等に協力した。

Ｈ２２ 対 応 方 針
①市町村との連携・協力体制の充実
・引き続き連絡協議会や情報提供などにより意思疎通を密にするとともに、委員研修会などにより教育委
員の資質向上を支援する。
・本県の実態に応じた将来の地域主権の在り方について、議論を深め、方向性を探る。

②高等教育機関との連携・協力の一層の推進
・アンケート結果を踏まえて、活用事例の紹介やより効果的な周知方法を行い、高等教育機関との連携を
一層促進する。
・少子化が進む中で、県内の各高等教育機関は安定的に学生を確保する必要があり、各大学等の魅力づく
りの取り組みに対して協力していく。
・県内東部、中部、西部に設置される「ものづくり道場」が有効に機能するよう、鳥取大学等関係機関と
連携して運営体制の確立に向けた取組に協力する。

【 数値目標（平成25年度）】

２０
(実績)

２１
(実績)

▽市町村教育委員会の「指導主事」配 17市町村
置率

17市町村
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２２
(目標)

２３
２４
(目標) (目標)

２５
(最終目標)
全市町村
(19市町村)

取 組 の 方 向
①市町村との連携・協力体制の充実
○ 市町村 教育委 員会の 共同設 置、指 導主事 配置
の 義務化 、市町 村教育 委員の 研修な どの円 滑な
実施に 向けた取組みの充実

Ｈ２２年度アクションプラン（数値目標等）
□教育企画費：市町村教育行政連絡協議会開催事業【教育総務課】
○ 市町村教育委員会との情報共有
・ 意見交換会の開催（年２回以上）

□教育企画費：市町村教育委員会委員研修事業【教育総務課】
○

市町村教育委員の資質向上
研修会開催（新任委員研修及び委 員研修の２回開催）

・

□市町教育委員会への支援【東部教育局】
○ 課 題共有の ための市 町教育委 員会への 訪問や東 部地区指 導主事連 絡協議会 を
開催する。
（市町教育委員会訪問） 年２回以上
（東部地区指導主事連絡協議会） 年 ３回以上

□町村教育委員会支援事業【家庭・地域教育課】
○

町村の要請に応じ、教育の専門家である指導主事(地域 教育担当)を派遣する。

②高等教育機関との連携・協力の一層の □教育振興事業費：学生教育ボランティアの活用【教育総務課】
推進
○ 学生教育ボランティアの活動促進
○ 県内 高等教育機関の一層の充実への協力
○ 高等教 育機関 等と県 内企業 との共 同研究 拡大
○ 鳥取の ものづ くりを 支える 人材や 地域産 業界
の ニーズ に応じ た職業 人の育 成及び 液晶や 情報
通信シ ステムに対応できる人材の創出を支援
○ 県内 の高等教育機関、学校 、教育委員会等が、
より一 層の連携を図り、相互の機能を 活用した、
教育上 の諸課題への対応策の検討・実践
○ 高等教 育機関 の公開 講座等 との連 携によ る
住民の 学習機会の拡大【再掲１‐(３)】

・ 学生に教 育支援を 求める学 校のニ− ズに対し て、運用 が円滑に 行うため の
システムを構築する。
（活動学生数の増）のべ100人

□教育振興事業費：高等教育機関との連携推進【教育総務課】
○

県 内の高等 教育機関 や各校長 会と連携 し、県内 の教育課 題につい て検討す る
とともにまとめを実施
・ （テ−マ）教員養成、高大連携、 学校支援など

□高等教育機関等支援事業【青少年・文教課】
○

社 会貢献に つながる 研究開発 と人財育 成を行う 県内の高 等教育機 関等の活 動
を支援する。
・ 県内高等教育機関が行う環境分野 の研究に対して助成など

□楽しむ科学まなび事業【青少年・文教課】（再掲２(1)）
○

科学的な思考力を高め、次代を担う 人材を育成する。
子供達に 対し、身 近に科学 を体験・ 実感する 、また最 先端の科 学にふれ る
機会を継続的に提供
・ 数学をテ ーマに、 体験型ワ ークショ ップなど 楽しみな がら学べ るイベン ト
を実施
・ 県内理科関係者団体に対して助成 し県内各地で実験教室を開催
・ 最先端の研究を行う一流科学者の 講演会｢楽しむ科学教室」を開催
・ 中・高校 生が、県 内の大学 等の研究 室や施設 で研究者 から科学 知識を直 接
学べるゼミナールを開催
・

□高等教育機関との連携促進【図書館】（再掲１(3)）
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【参考：数値目標一覧】
１

生涯にわたって自ら学び、社会全体で子どもたちを育む体制づくり

【 数値目標（平成25年度）】

２０
(実績)

２１
(実績)

19市町村

2箇所

∇放課後子ども教室設置市町村数

9 市町村 10 市町村

5箇所

−%

３市町
60%

・〔西部地区〕学校・家庭・地域が連
携した具体的な取組を実施している
市町村実施率

−%

５市町村
56 %

・〔西部地区〕子どもを中心とした地
域の教育力の向上に向けた具体的取
組を実施している市町村実施率

−%

５市町村
56 %

９３%

９７%

10館
４市町
80%

５市町
100%

7市町村 9市町村
78％
100％

100％

7市町村 9市町村
78％
100％

100％

各市町５地域

10人

↑

4人

14市町村

↑

∇人権教育指導者養成講座受講者満足度

1人

10箇所

↑

・〔中部地区〕学社連携推進モデル地
域の指定

∇とっとりマスター認定者数

2館

400社(H30)

(H21は12月現
在)

↑

2館

280社
100％

↑

・〔東部地区〕学社連携の取組を行う
公民館数

全市町村
(19市町村)

↑

∇学校支援地域本部設置数

100％
就学前・小学校を 重点実施

↑

184社 247社
65.7％ 88.2％

２５
(最終目標)

↑

∇「鳥取県家庭教育推進協力企業」認
定企業数【再掲１−（２）】

↑

18市町村

２３
２４
(目標) (目標)

↑

∇自治会単位の「人権学習会（小地域
懇談会）」実施市町村

↑

∇心とからだいきいきキャンペ−ンの 41.3％
71.2％
保護者認知(実施)率【再掲１−（ ２）】 (小中高特) （幼保のみ）

２２
(目標)

80％以上

∇県立博物館の入館者数(6.1万人:H19) 8.3万人 6.4万人 −

6.4万人 6.6万人 6.7万人

6.8万人

(2月現在 )

∇公立図書館の個人貸出冊数
(人口一人当たり)
(4.65 冊:H19)

4.8 冊 (4.8冊)

−

4.9 冊

5.0 冊

5.1 冊

5.2冊
( 全国15 位以
内)

・船上山少年自然の家利用者数
２７，６２８人 24,441人
・船上山少年自然の家利用団体数
３２１団体 288団体
・船上山少年自然の家目標十分達成率
６５％
62％
3243人 1,695人
・船上山少年自然の家主催事業応募者数

−

24,200人 24,600人 25,000人
260団体 265団体 270団体
59％
60％
61％
2,150人 2,200人 2,250人

25,400人
275団体
62％
2,300 人

−

1,000人 1,100人 1,200人
600人 700人
800人

1,300人
900人

(1月末現在)

・大山青年の家利用者数（幼児）
・大山青年の家利用者数（高齢者）

２

1,537人 (900人)
163人 (500人)

「知」「徳」「体」のバランスの取れた学校教育の推進

【 数値目標（平成25年度）】
∇大学・短大等進学率

(43.9％:H19)

２０
(実績)

２１
(実績)

２２
(目標)

43.6％ (未定)％ −
56.3%
61.8%

∇学力の二極化の傾向の解消(全国学
力・学習状況調査及び高校入試結果 二 極 化 の 二極化の
で評価)
傾 向あり 傾向あり
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２５
(最終目標)
50.0％(H30)

↑

∇学校以外で平日60分以上学習(宿題
や予習復習)している児童
生徒の割合【再掲１−（２）】 小学６年 52.6％
中学３年 64.0％

２３
２４
(目標) (目標)

→

60％
70％

→

二極化の 解消

小学６年 81.2％
中学３年 69.5％

(高校)進路希望の実現のた
め目標に向かって努力 高校２年 47.1％
している生徒の増加(高

84.7％
69.1％ →

対前年増
対前年増

※ −

−

対前年増

↑↑

(全国学力・学習状 況調査)

↑

∇(小中)将来の夢や目標を持
っている児童生徒の増加

対前年増
対前年増
対前年増

校生アンケ−ト)

∇学ぶ意欲・態度に関する
項目の肯定的な回答の増 小学６年 59.8％
加(全国学 力・学 習状況調 査及 中学３年 51.5％
び高校 生アンケ−ト)
高校２年 40.8％

５校

−

５校
小学校
100％

・〔東部地区〕英語活動のカリキュラ
ムの作成率

20％

80％

↑

６校

※ −

↑ ↑↑

・
〔東部地区〕「学ぶ意欲の向上」の
取組推進校率

62.0%
53.2%

100％

∇小中学校で「道徳の時間の授業を公
開」(全て又は一部の学級で実施)
小学校：99.3％(H19)
中学校：100％(H19)

100％ ※ −
100％ ※ −

−
−

・〔東部地区〕総合的な学習の時間の 小40％ 小80％
カリキュラムの作成率
中30％ 中60％

５校

−

中学校
100％

２０校
100％
100％

100％に近づける

継続

97.0％
94.0％ →
55.0％

∇１日に全く読書をしない 小学６年：
児童生徒
中学３年：

16.7%
30.8%

15.8%
31.3%

↑

100％
100％
60％

→

限 りな く０ に 近
づける

−%

−%

−

100％

−
−
−

全国平均を下
回るととも
に、限りなく
０に近づける

↑

∇朝の一斉読書(朝読)
小学校： 94.6％
の実施率
中学校： 95.0％
＊高校は一斉読書の実施率 高 校： 45.8％

↑

∇児童生徒が文化芸術に触れる機会を
持つように努める⇒２年に１回以上
【再掲４− （１）】

（現状71.8％(H18及び19に文化芸
術に触れた学校の割合)）
※学 校に おける 鑑賞 教室 等に 関する 実態 調
査（ H19)

∇小・中学校とも不登校の出現率の減
H19 不登校出現率 小学校0.43 ％ 小 0.40％
中学校2.53 ％ 中 2.46％
高 校1.52 ％ 高 1.44％
60％

80％

100％

↑

・〔東部地区〕不登校児童生徒への組
織的対応が十分できた学校

※ −
※ −
※ −

100％(自己評価)

∇体力調査結果を親世代(S53〜57)の
平均値に近づける
＜50ｍ走＞

親世代 S53〜 S57(平 均)
31.0m(100%)
17.6m(100%)
22.3m(100%)
14.5m(100%)

【H21】
9.28秒
9.59秒
8.01秒
8.80秒

9.36秒 (96.7%)
9.54秒 (97.1%)
7.92秒 (99.2%)
8.70秒 (99.4%)

【H21】
27.4m
15.3m
21.7m
13.4m

25.7m(82.9%)
14.9m(84.7%)
20.9m(93.7%)
13.8m(95.2%)

∇校内性教育推進委員会
設置率

小学校
中学校
高 校
特別支援学校

43％ （85％） −
75％ （95％） −
100％
100％

∇中学、高校における薬物

中学校

76.7％

70％
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→

→

→
→
→
↑

＜ボール 投げ＞
小５男
小５女
中２男
中２女

親世代 S53〜 S57(平 均)
9.05秒(100%)
9.26秒(100%)
7.86秒(100%)
8.65秒(100%)

↑↑↑

小５男
小５女
中２男
中２女

100％
100％

9.23秒(98%)
9.45秒(98%)
7.86秒(100%)
8.65秒(100%)
27.9m(90%)
15.8m(90%)
22.3m(100%)
14.5m(100%)
100％
100％
継続
継続
100％

85％

100％

68％ （93％） −
48％ （88％） −
33％ （70％） −

100％
100％
100％

小学５年 90.3％ 91.2％
中学２年 89.6％ 89.5％ →
高校２年 79.8％ 84.6％

98％
95％
92％

99％
98％
96％

100％
100％
100％

↑

【再 掲１−（２）】

小学校
中学校
特別支援学校

83.3％

60％

60％

60％

↑

∇朝食喫食率

校

↑

∇食に関する指導年間計画
の作成率

高

↑

乱用防止教室の開催率

∇学校給食用食材の県内産使用率
54％

H21.12
58％

100％
100％
100％

∇栄養教諭の全市町村への配置
7市町

19市町村

↑

3町

∇情報モラル教育の実施
小学校：61.5％(H19) ※− ％ (未定)％ −
中学校：80.0％(H19) ※− ％ (未定)％ −
高 校：100％ (H19) 100 ％
100％
↑

100％
100％
継続

11.4
13.3
54.2
57.1

%
%
%
%

12.2%
15%
62.5%
100%

70%
60%

80%
75%

90%
90%

100％
100％

↑ ↑↑ ↑

∇学校のＴＥＡＳⅡ・Ⅲ種（鳥取県版
環境管理ｼｽﾃﾑ）取得の促進
小学校：12.2％(H19)
中学校：15.0％(H19)
高 校：41.7％(H19)
特別支援学校：28.6％(H19)

60%
45%

↑↑

∇環境教育全体計画の作成及び改善
小学校：48.6％(H19) 54.6％
中学校：35.0％(H19) 38.3％

15%
21%

19%
24%
100%

22%
27%

25％
30％
100％
100％

全国学力学習状況調査質問紙調査より

76.1%
43.7%

−

※ −

4市 町村

↑

∇「子どもの育ちを支えるための資料
（保育所児童保育要録）」の作成と
小学校への送付

→

肯定的な回答
率の増加

∇小学校教員による保育所・幼稚園で
の保育体験研修の実施
3市町村 4市町村
∇幼稚園、保育所、小学校の連絡協議
会の設置や、教職員の交流の機会の ※ −
設定

肯定的な回答
率の増加

↑↑

∇「今住んでいる地域の行事に参加
する児童生徒の増加」
小学６年： 74.8％
中学３年： 43.5％

81.3%
71.0%

肯定的な回答
率の増加

↑

∇「人が困っているとき、進んで助
ける児童生徒の増加」
小学６年： 77.5％
中学３年： 71.7％

93.3%
90.9%

→

↑↑

∇「人の役に立つ人間になりたいと
思う児童生徒の増加」
小学６年： 93.0％
中学３年： 90.5％

43.4%
21.6%

肯定的な回答
率の増加

↑

∇「今住んでいる地域の歴史や自然
について関心がある児童生徒の増加」
小学６年： 43.4％
中学３年： 20.6％

65.1%
66.4%

肯定的な回答
率の増加
↑↑

∇「新聞やテレビのニュ−スなどに
関心を持つ児童生徒の増加」
小学６年：
61.0％
中学３年：
63.1％

−

（100％) −

（平成 22年度以降に就学する児童か ら対象）
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全市町村
(19市町村)
全ての小学校
区

100％

０施設

∇個別の教育支援計画の作成
（H20公立幼・小・中・高）

27.3％

58.6％

∇個別の指導計画の作成
（H20公立幼・小・中・高）

84.9％

89.4％

→

1 0 施 設( H3
0)
80％

↑

０施設

↑

∇認定こども園の設置

100％

71.4％

(未定)

−

75％以上

28.0％

(未定)

−

∇ 特別支援学校 高等部（専攻科含む）
卒 業生の就職希望 者の就職率の向上
（H19 50％）
（ 特 別支援学校高等 部（専攻科含む）
卒業生の就職率の向上（H19 17.5
％））

30％以上

する特別支援学校免許状保有率の向上

79％

78％

38％

39.5％

→

90％以上

↑

∇ 特別支援学校教職員の該当障がい種に関

40％以上

∇ 特別支援学級教員の該当障がい種に関
する特別支援学校免許状保有率の向上

３

学校教育を支える教育環境の充実

【 数値目標（平成25年度）】

２０
(実績)

： 95.3％

２３
２４
(目標) (目標)

9園
100%
139校
100%
60校
100%

２５
(最終目標)

100％
100％

↑↑

中 学 校 ： 93.3％
高
校 ： 100 ％
特 別支 援 学 校 ： 100 ％

6 園
6 園
66.7% 77.8%
141校 136校
95.3% ※97.8%
58校
58校
96.7% 96.7% →
100％ 100％
100％ 100％
↑

小 学 校

２２
(目標)

↑

▽学校評議員制度(類似制度を含む）
の設置率
＜ H19末＞幼 稚 園 ： 44.4％

２１
(実績)

100％
継続
継続

実施率 幼 稚 園
∇ <H18末> 小 学 校
自
中 学 校
己
県立学校
評 公表率 幼 稚 園
価 <H18末> 小 学 校
中 学 校
県立学校

：
：
：
：
：
：
：
：

75 ％
100 ％
100 ％
100 ％
33.3％
33.8％
14.8％
100 ％

100
100
100
100
100
100
100
100

％ 100％
％ （未定） −
％ （未定） −
％ 100％
％ 100％
％ （未定） −
％ （未定） −
％ 100％

100％
継続
継続
継続
100％
100％
100％
継続

∇
学
校
関
係
者
評
価

：
：
：
：
：
：
：
：

0％
50.9％
42.6％
100 ％
0％
36.3％
23.1％
100 ％

33
87
80
100
33
57
50
100

％
％
％
％
％
％
％
％

学校評価制度
↑
↑↑
↑

−
−
−

30％

50％

75％

30％

50％

75％

100％
100％
100％
継続
100％
100％
100％
継続

70％
26人

60％
22人

50％減
19人減

↑

〔西部地区〕
・セミナーごとの学校参加率
・研修内容を学校経営や校内研究等で
活用している研修成果率(セミナ ー後の

90％
33人

−
−
−

↑

・精神性疾患による休職者数の出現率 100 ％
は全国平均を下回るとともに休職者数 37 人
は19年度の50％削減とする。(H19:37人)

（未定）
（未定）
（未定）
100 ％
（未定）
（未定）
（未定）
100 ％

↑

実施率 幼 稚 園
<H18末> 小 学 校
中 学 校
県立学校
公表率 幼 稚 園
<H18末> 小 学 校
中 学 校
県立学校

80％
30人

20％

20％

→

30％

50％

50％

→

70％

追跡調査及 び学校訪問等での聴き取りを実施)
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40％

60％
80％

・学校安全に関する
マニュアルの作成率

90％
100％
80％
100％

82%

(90%) −

小学校： 92.7％ (95%)
中学校： 80.3％ (90%)
高 校： 95.8％ (100%)
特別支援学校： 100％ (100%)

100%

−
−
−
−

100%
100%
100%
100%

継続
継続
継続
継続

3.7億

・修学資金の支援(奨 学資金の 貸与財 源の
一 部と なる 返還未 収金 の徴 収を 強化し 、収 納
額の向上 を図る。奨学資金収納額４.７億円)

3.0億

3.4億

・私立中・高等学校（7校）の学校関
係者評価実施率

71.4%

85.7%

↑

100%

↑

∇小学校での学校地域安全マップの作
成率

50.6％ 59.7％
84.8％ 97.6％
62.9％ （未定） −
55.6％ （未定） −
↑↑

∇公立学校の耐震化率の向上
高
校：47.0％(H20.4)
特 別支 援 学 校：82.6％(H20.4)
小中学校：58.7％(H20.4)
幼 稚 園：55.6％(H20.4)

100%

・私立幼稚園(28園)における学校関係
者評価の公表率

0％

0％

→

25％

４

4.0億

4.3億

4.7億

100%

100%

100%

50%

75.0%

100%

２３
２４
(目標) (目標)

２５
(最終目標)

文化・芸術の振興と文化財の保存・活用

∇県指定文化財の新規指定件数
・妻木晩田遺跡来場者数

２１
(実績)

２２
(目標)

３件

３件

↑

【 数値目標（平成25年度）】

２０
(実績)

３件

人
31,895

23,932

−

45,000

人

人

３件
人

３件

合計15件

人 史 跡等 総合 整 備

48,000 50,000 活 用推 進事 業 が

終了する H24か
ら年 間5 万人 を
目指す。

(2月末現在

・青谷上寺地遺跡展示館来場者数

人
10,321

人

7,382

−

人

人

人

16,000

17,000 18,000

20,000人

２２
(目標)

２３
２４
(目標) (目標)

２５
(最終目標)

(2月末現在)

５

スポーツの振興
２０
(実績)

２１
(実績)

∇総合型地域スポーツクラブの設置

旧１６市町村
41％

旧１７市町村
44％

∇国民体育大会

６

直 近 調査
はＨ １６

46位

51.7%

旧26市町村 旧28市町村 旧30市町村
67％
72％
77％

旧39市町村
100％(H28)
６０％以上

↑

∇県民(成人)の運動・スポーツ実施率
平成１ ６年度実績(44.3%)

↑

【 数値目標（平成25年度）】

40位台前半
（常時30位台）

47位 →

鳥取県教育振興基本計画の推進に向けた体制づくり

【 数値目標（平成25年度）】
▽鳥取県教育振興基本計画の数値目標
の達成率

２０
(実績)

２１
(実績)

− ％ (各項目の数値
確定後に記載)

▽市町村教育委員会の「指導主事」配 17市 町村
置率

17市町 村
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２２
(目標)

２３
２４
(目標) (目標)

２５
(最終目標)

−

100％

→

全市町村
(19市町村)

