
令和３年度事業報告 
 

 

Ⅰ 概  要 

令和３年度の事業運営は、所有する施設と、鳥取市から指定された施設を活用し、

市民の心身の健康と安定した生活及び地域社会の発展に寄与するために必要な事業

や活動を、新型コロナ感染症が引き続き発症する中、利用者の安全安心を第一に行

う方法で推進した。 

所有施設は、鳥取市福祉文化会館、国府町体育館の管理運営、鳥取市北青少年研

修センター（久松会館）等４施設の資産管理を行った。なお、所有施設のうち改修

が必要な鳥取市東コミュニティセンター（山の手会館）は令和３年８月に鳥取市へ

無償譲渡を行った。 

指定管理施設は、昨年度に引き続き鳥取市武道館、鳥取市民会館等７施設の管理

運営や自主企画事業を実施した。また、尚徳大学、ファブラボとっとりなど「麒麟

のまちアカデミー」を鳥取市から受託し事務局として事業実施するなど、生涯学習

の推進、文化芸術及びスポーツの振興に努めた。 

働き方改革を推進するとともに人材育成、健康増進にも引き続き取り組み、職員

が働きやすい、働きがいのある職場環境を目指し、財団の組織力向上に努めた。 

ホームページや Fecebookなど多様な媒体を活用し、財団の魅力ある事業や会館運

営などについて広く市民へ周知し、来館者の増加が図れるよう、広報活動・情報発

信を積極的に行った。 

その他、主たる事業内容は次のとおりである。 

 

 

Ⅱ 事業内容 

１．所有する教育、文化、体育施設の活用 

（１）所有施設の管理運営 

① 鳥取市福祉文化会館 

   ア 施設管理 

  【主な取り組み】 

    ・全会議室へ無料ＷｉＦｉの導入 

  ・事務所、駐車場照明のＬＥＤ化 

  ・駐車場枠線の改修（２９台から３１台へ） 

・ホームページの充実 

  ・鳥取市福祉文化会館、鳥取市文化センター、 

鳥取市民会館の三館合同の利用促進チラシ 

の作成 

 

 イ 利用状況 

令和３年度 令和２年度 利用者数 

前年対比 

(3/2) 

利用料金 

前年対比 

(3/2) 利用者数 利用料金 利用者数 利用料金 

14,885人 4,479,330円 14,031人 3,240,550円 106.1% 138.2% 

 

 

 

［駐車場枠線の改修］ 



② 国府町体育館 

 ア 施設管理 

    【主な取り組み】 

  ・ロビー、トイレ照明のＬＥＤ化 

・熱中症対策として、扇風機の追加設置 

  ・駐車場枠線の新設（２０台） 

  ・とっとり施設予約システムの活用 

・ホームページの充実 

 

 

   イ 利用状況 

令和３年度 令和２年度 利用者数 

前年対比 

(3/2) 

利用料金 

前年対比 

(3/2) 利用者数 利用料金 利用者数 利用料金 

25,115人 2,221,770円 20,215人 1,700,120円 124.2% 130.7% 

 

（２）所有施設の鳥取市への無償提供 

 契約期間：平成３０年４月１日から令和１０年３月３１日まで 

① 鳥取市北青少年研修センター（久松会館） 地区公民館として活用 

② 鳥取市東コミュニティセンター（山の手会館） 

  ※令和３年８月１２日に鳥取市に無償譲渡 

③ 津ノ井体育館 地区体育館として活用 

④ 河原市民プール ６月～８月のみ使用 

 

 

２．鳥取市武道館等の管理運営 

  指定管理期間：令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 

（１）施設管理 

① 鳥取市武道館 

② 鳥取市千代テニス場・鳥取市城北テニス場 ４月～１２月・３月 

   【主な取り組み】 

   ・鳥取市武道館の更衣室、ロビーほか照明の 

ＬＥＤ化 

   ・鳥取市千代テニス場の北側斜面の雑木伐採を 

行い、害虫防止と環境美化 

   ・とっとり施設予約システムの活用 

   ・ホームページの充実及びＳＮＳ（フェイス 

ブック）の開設 

 

 

 

 

 

 

 

 

［ロビー照明のＬＥＤ化］ 

［千代テニス場の雑木伐採］ 



（２）利用状況 

  ① 鳥取市武道館 

令和３年度 令和２年度 利用者数 

前年対比 

(3/2) 

利用料金 

前年対比 

(3/2) 利用者数 利用料金 利用者数 利用料金 

17,259人 1,144,940円 15,340人 1,020,000円 112.5% 112.2% 

 

  ② 鳥取市テニス場（千代テニス場・城北テニス場） 

令和３年度 令和２年度 利用者数 

前年対比 

(3/2) 

利用料金 

前年対比 

(3/2) 利用者数 利用料金 利用者数 利用料金 

8,154人 429,300円 7,699人 354,000円 106.0% 121.3% 

 

（３）自主企画事業 

  ① 鳥取市武道館の自主事業 

事業名 開催期間等 回数 参加人数 

柔道教室 4 月 19 日～12 月 22 日 60回 延べ 1,640人 

剣道教室 4 月 14 日～12 月 22 日 60回 延べ 351人 

少年柔道安全講習会 11 月 28 日(日)  1回 35人 

剣道ミニレッスン 2 月 20 日(日)  中止 

リラックスヨガ教室 5 月 19 日～7 月 7 日  8回 延べ 198人 

    ※ 柔道教室・剣道教室の第３期（１月～３月）は新型コロナウイルス感

染防止のため中止。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）そ の 他 

   鳥取市武道館稽古始め及び鏡開き式 

   ※新型コロナウイルス感染拡大のため中止 

 

 

 

［柔道教室］ ［剣道教室］ 



３．鳥取市文化センターの管理運営 

  指定管理期間：令和元年４月１日から令和６年３月３１日まで 

（１）施設管理 

① 鳥取市生涯学習センター 

② 鳥取市視聴覚ライブラリー 

③ 鳥取市文化ホール 

  ※令和３年８月から令和４年９月まで、ホール吊天井耐震改修工事の 

ため休館 

④ 鳥取市こども科学館 

⑤ サテライトオフィス（鳥取市福祉文化会館内） 

   【主な取り組み】 

   ・全会議室に無料ＷｉＦｉの導入 

   ・会議室の残響抑制のため床改修 

   ・事務室ほか照明のＬＥＤ化 

   ・若手アーティスト支援事業として、鳥取市芸術家バンク登録者（３９歳以 

下）を対象とした減免制度の創設 

   ・鳥取市福祉文化会館、鳥取市文化センター、鳥取市民会館の三館合同の利

用促進チラシの作成 

   ・とっとり施設予約システムの活用 

   ・ホームページ、ＳＮＳ（フェイスブック、インスタグラム、ユーチュー 

ブ）の充実 

 

（２）利用状況 

令和３年度 令和２年度 利用者数 

前年対比 

(3/2) 

利用料金 

前年対比 

(3/2) 利用者数 利用料金 利用者数 利用料金 

43,551人 6,821,740円 39,378人 5,932,910円 110.6% 117.4% 

 

（３）自主企画事業 

  ① 鳥取市生涯学習センター自主事業 

事業名 開催時期等 入場者数ほか 

ギャラリーコンサート 年６回のうち２回中止 延べ 145人 

ミニアートギャラリー 

「curico.展」ほか 
年４回実施 713人 

親子で楽しむひょっこりシネマ 年２回のうち１回中止 140人 

キッズシアター 年４回のうち１回中止 62人 

おもしろいことさがそう 通年 中止 

 

 

 

 



  ② 鳥取市文化ホール自主事業 

事業名 開催時期等 入場者数ほか 

スタインウェイピアノを弾こう！ 5月 15日､16日 延べ 27人 

ダンスワークショップ 2021 7月 17日(日) 36人 

合唱フェスティバル 

アマービレ 
2月 27(日) 中止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ③ 鳥取市こども科学館自主事業 

事業名 開催時期等 参加者数ほか 

年間講座 

 アートワークショップほか５事業 

６月～１２月 

全３２回 
延べ 391人 

展示事業 

 常設展示ほか３事業 
－ 3,448人 

企画事業 

 春のサイエンスショーほか１１事業 
５事業中止 98人 

アウトリーチ事業 

 科学のときめき宅配便 
通年 中止 

市民参画事業 

 第４６回鳥取こどもまつり 
5月 2日(日) 193人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［プログラミングワークショップ］ 

［ダンスワークショップ2021］ 

［スタインウェイピアノ 

 を弾こう！ チラシ］ 

［親子陶芸ワークショップ］ 



（４）生涯学習講座「麒麟のまちアカデミー」（鳥取市受託事業） 

  ① 鳥取市尚徳大学 

   ア 対 象：因幡・但馬麒麟のまち圏域在住の概ね６０歳以上の方 

   イ 受講生：３８７人 

コース名 書道 彫刻 貢献 民芸 絵画 社会 健康 郷土 

受講生 37人 25人 19人 25人 42人 57人 67人 115人 

   ウ 開講式：４月１５日(木) 中止 

   エ 作品展：１１月１３日(土)、１４日(日)、入場者数：８５８人 

   オ 修了式：１１月２５日(木) 中止 

   カ その他：ユーチューブによる無料動画配信（社会､郷土､健康の各１回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ② 鳥取市民大学 

   ア 対象：因幡・但馬麒麟のまち圏域在住または在勤の方 

   イ 講座名ほか 

講座名 開催時期等 受講者数 

知ろうよ鳥取講座(前期・後期) 
全１５回 

うち２回中止 
55人 

目指せマイスター講座(前期・後期) 
全１５回 

うち２回中止 
60人 

書道①、②（前期・後期） 
全４０回 

うち１３回中止 
41人 

華道①、②（前期・後期） 
全４０回 

うち１３回中止 
12人 

バランストレーニング教室①、② 

（前期・後期） 

全４０回 

うち１３回中止 
50人 

茶道①、②（前期・後期） 
全４０回 

うち１３回中止 
22人 

骨盤メンテナンス教室（前期） 
全１０回 

うち３回中止 
13人 

むくみのデトックス教室（後期） 
全１０回 

うち４回中止 
12人 

     前期：５月～９月、後期：１０月～２月 

 

 

 

 

［社会コース］ ［作品展］ 



  ③ ファブラボとっとり 

    自由なものづくりの可能性を広げる市民工房。３Ｄプリンターなどを通し

て、ものづくりの裾野を広げた。 

   ア 利用者数 ８６８人 

   イ 新規会員研修 年１０回開催、延べ２７人参加 

   ウ 企画事業 

事業名 開催時期等 参加者数 

Micro:bitで挑戦！電子工作教室 全９回 延べ 33人 

木工作に挑戦しよう 7月 17日(土) 12人 

刺繍ミシンに挑戦しよう 8月 21日(土) 6人 

ＬＥＤクリスマス工作 12月 11日(土) 10人 

 

  ④ 鳥取市小・中学生ものづくりアドバイザー 

    鳥取市内の小・中学生を対象にものづくりアドバイザーを派遣仲介し、 

   ものづくりの人材育成を実施。 

派遣先等 参加者数 

前期 

 さくらんぼ児童クラブほか１９件 
延べ 467人 

後期 

 湖山小学校３年生保護者会ほか７件 
延べ 322人 

 

  ⑤ 市民教授ネットワーク 

    生涯学習の様々な分野で、知識・技能・指導経験を有する方々を「市民教

授」として登録し、市内公民館へ派遣し、生涯学習の振興を図った。 

    「市民教授」登録者数：１１人 

    ※ 新型コロナウイルス感染症に伴い、派遣なし。 

 

（５）鳥取・放送文化ライブラリーの運営（鳥取市受任事業） 

   郷土に関する放送番組の保存、公開を通じて地方文化の向上に寄与する。 

   ふるさとの映像を見る会（毎月１回開催） 

事業名 開催時期等 参加者数 

ふるさとの映像を見る会 
毎月１回 

1･2･3月は中止 
延べ 194人 

 

 

 

 

 

 

 

 



４．鳥取市民会館の管理運営 

  指定管理期間：令和元年４月１日から令和６年３月３１日まで 

（１）施設管理 

   【主な取り組み】 

   ・小会議室ほかに網戸を設置 

   ・若手アーティスト支援事業として、鳥取市芸術家バンク登録者（３９歳以 

下）を対象とした減免制度の創設 

   ・鳥取市福祉文化会館、鳥取市文化センター、鳥取市民会館の三館合同の利

用促進チラシの作成 

   ・とっとり施設予約システムの活用 

   ・ホームページ、ＳＮＳ（フェイスブック、インスタグラム、ユーチュー 

ブ）の充実 

（２）利用状況 

令和３年度 令和２年度 利用者数 

前年対比 

(3/2) 

利用料金 

前年対比 

(3/2) 利用者数 利用料金 利用者数 利用料金 

28,802人 7,231,490円 36,456人 6,956,260円 79.0% 104.0% 

（３）自主企画事業 

事業名 開催時期等 入場者数ほか 

クララとクロダのひょっこりシネマ 

「エンディングノート」上映会 
6月 6日(日) 271人 

因幡和太鼓の祭典 8月 8日(日) 中止 

劇団民芸「野の花ものがたり」 10月 24日(日) 782人 

続・音楽で楽しむ世界旅行 11月 12日(金) 116人 

映画「ずぶぬれて犬ころ」上映会 11月 23日(火･祝) 103人 

第５回鳥取県東部中学校 

吹奏楽フェスティバル 
1月 16日(日) 中止 

スタインウェイピアノを弾こう！ 2月 4日､5日､6日､7日 中止 

市民サロンギャラリー 

「糸かけアート展」ほか 
年４回実施 延べ 1,670人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

劇団民芸「野の花ものがたり」 市民サロンギャラリー「糸かけアート展」 



（４）次世代育成支援事業（鳥取市受託事業） 

事業名 開催時期等 入場者数ほか 

こどもワークショップ 

「和太鼓ワークショップ」 
6月 25日(金)ほか 14人 

０歳児からのコンサート － 動画配信 

中学生吹奏楽クリニック 11月 27日(土) 中止 

シルエット劇場 2月 24日(木) 中止 

 

 

５ 鳥取市国府町コミュニティセンター等の管理運営 

  指定管理期間：令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 

（１）施設管理 

  ① 鳥取市国府町コミュニティセンター 

  ② 鳥取市国府町農村勤労福祉センタープール ６月下旬頃～８月３１日 

   【主な取り組み】 

   ・ロビーほか照明のＬＥＤ化 

   ・プールフロアーを１コースに設置 

（６０センチ押上） 

   ・とっとり施設予約システムの活用 

   ・ホームページの充実及びＳＮＳ 

（フェイスブック）の開設 

 

 

（２）利用状況 

  ① 鳥取市国府町コミュニティセンター 

令和３年度 令和２年度 利用者数 

前年対比 

(3/2) 

利用料金 

前年対比 

(3/2) 利用者数 利用料金 利用者数 利用料金 

14,540人 798,300円 12,530人 655,520円 116.0% 121.8% 

 

  ② 鳥取市農村勤労福祉センタープール 

令和３年度 令和２年度 利用者数 

前年対比 

(3/2) 

利用料金 

前年対比 

(3/2) 利用者数 利用料金 利用者数 利用料金 

3,350人 159,500円 2,999人 159,900円 111.7% 99.7% 

 

 

 

 

 

 

［プールフロアーの設置］ 



（３）自主企画事業 

事業名 開催時期等 入場者数ほか 

水泳教室 7月 30日～8月 1日 延べ 204人 

天体観測会 10月 16日(土) 19人 

ホールコンサートきなんせ 11月 21日(日) 219人 

幼児のための読み聞かせ 年２回 中止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．その他定款の目的を達成するために必要な事業 

 

（１）各種文化・芸術活動への協賛・後援 

・鳥取市民美術展 版画部門（協賛） 

・鳥取しゃんしゃん祭（協賛） 

・その他、地方自治体、文化団体等の活動に対する名義後援、広報協力 

 

（２）あいサポート運動の推進 

＜平成３０年１月５日より「あいサポート企業（団体）認定」＞ 

 

障がいのある方への必要な配慮などを全職員が学び、ちょっとした手助け

を実践していくことで、全ての人が暮らしやすい地域社会の実現に法人とし

て取り組んでいく。この運動への取り組みによって、すべての人にやさしい

施設管理と、利用者サービスの提供を目指していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［水泳教室］ 
［ホールコンサートきなんせ］ 


