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（鈴木教育長）ただいまより、令和４年第８回酒田市教育委員会定例会を開会いたします。 

本日は、全員出席でありますので直ちに会議を開きます。 

  

◎ 会期 

 

（鈴木教育長）日程第１ 会期の決定を議題といたします。会期は本日１日限りとしたい

と思いますけれども、ご異議ございませんでしょうか。 

 

（各委員「異議なし」） 

 

（鈴木教育長）ご異議なしと認めます。よって、会期は本日１日限りと決定いたしました。 

 

◎ 会議録署名委員の指名 

 

（鈴木教育長）次に日程第２ 会議録署名委員の指名を議題といたします。本日の署名委

員に神田委員と村上委員を指名したいと思いますが、ご異議ございませんか。 

 

（各委員「異議なし」） 

 

（鈴木教育長）ご異議なしと認めます。よって、会議録署名委員は神田委員と村上委員に

決定いたしました。 

 

◎ 前回会議録の承認 

 

（鈴木教育長）次に日程第３ 前回会議録の報告を議題といたします。前回定例会の会議

録の写しをお配りしておりますので、そちらでご了承くださるようお願いいたします。 

 

◎ 議事  議第３８号 令和３年度酒田市一般会計歳入歳出決算の認定について 

議第３９号  令和４年度酒田市一般会計補正予算（第６号）について 

      議第４０号 第４４回庄内文化賞授賞者の決定について 

      議第４１号 教育に関する事務の管理及び執行状況に係る点検評価について 

      議第４２号 酒田市教育委員会委員の辞職について 

     

（鈴木教育長）次に日程第４ 議事に入ります。ここで発議いたします。議第３８号、

議第３９号の案件については、これから市議会の議決を経るべき議案となっているこ

と、議第４０号については、公表時期が１０月となっておりますことから、酒田市教

◎ 開議 
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育委員会会議規則 第１４条に基づきまして、非公開としたいと思います。議第３８号

から議第４０号までを非公開とすることに「賛成」の委員は、挙手をお願いします。 

 

（鈴木教育長）ありがとうございます。出席委員の３分の２以上の賛成がございましたの

で、議第３８号から議第４０号までについては、非公開といたします。また、ただいま

非公開といたしました議案３件につきましては、最後に審議を行います。 

 

（鈴木教育長）それでは議第４１号 教育に関する事務の管理及び執行状況に係る点検評

価について を議題といたします。これについて説明願います。 

 

（企画管理課長）議第４１号 教育に関する事務の管理及び執行状況に係る点検評価につ

いて ご説明いたします。報告書の１ページをご覧下さい。 

点検評価につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条第１項

の規定により、効果的な教育行政の推進を図り、市民への説明責任を果たすために毎年

の決算時期に報告書を作成し、議会への報告と市民への公表を行おうとするものです。 

この報告書は、第２期酒田市教育振興基本計画に基づき、令和３年度の教育委員会が

取り組んだ事務事業、施策の２つのレベルで検証を行い、事務事業と施策との関係を明

らかにしながら、継続的な改善につなげていくことを目的として作成しています。 

また、評価の客観性を確保するため、学識経験者として山形県男女共同参画センター

「チェリア」の伊藤眞知子館長と、東北公益文科大学の小野英一教授に外部評価者をお

願いしております。 

はじめに、３ページから８ページに記載しております伊藤館長の意見の概要を説明い

たします。伊藤館長におかれましては、現役で活動されている方らしく、様々な分野に

アンテナが高く、感度が高いご指摘、評価をいただいたと思っております。 

５ 確かな学力の育成 においては、小中一貫教育に触れた後に、「学校（教職員）が

主語になるのではなく、子どもたちを中心に、地域（保護者・住民）が主語になるとい

う発想での進め方は、時間も手間もかかると思われるが、学びあう地域づくりの実践と

も言えるものであり、今後の進捗に期待したい。」との言葉は、これまでまなびの樹の

説明を幾度となく聞いてきた私がイメージしなかった言葉であり、幾度となく説明して

きたスクール・コミュニティでも浮かんでこなかったワードです。教育者らしい温かい

まなざしの表現に、率直に驚きを感じました。 

９ 教育環境の整備推進 では、山形新聞の記事を引用されて、本市の整備水準を確

認されました。記事では、本県のトイレの洋式化率は５４．６％で全国平均の５７％を

下回っていることと、山形市の改修の状況が取り上げられておりました。ヒアリングの

ときに、県を含めた３６自治体中本市は１０位、１３市中では２位と説明し、一定程度

の進捗があるとご認識いただけたと考えております。 

１１ 郷土愛を育み、地域と協働する教育の推進 では、「誇りの空洞化」との短い

言葉を使って、行間に文字として残されてはおりませんが、自分たちの住む地域を「こ
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んなところ」と考え、農業や林業といった生業（なりわい）を「苦労」と考え否定する

大人たちの言葉が、子どもたちに受け継がれることを乗り越える取り組みに期待をされ

ています。 

後段では、山居倉庫の保存活用は、教育委員会ではなく、市長部局に置くべきではな

いかとの鋭いご指摘もいただきました。 

最後に、Ⅲ 点検評価方法に関する意見 において、これまでの点検評価について、

的確かつ端的に記入されており、ヒアリングと併せて各施策、事業に関する理解を深め

ることができたと評価いただきました。 

「ＰＬＡＮ」に記号を振り、「ＤＯ・ＣＨＥＣＫ」は対応する記号の下に標記するとよ

り見やすくなるのではないか、とのご提言については、今後の改善点としたいと思って

おります。  

続いて、９ページから１１ページに記載しております小野教授の意見の概要をご説明

いたします。 

小野教授は、義務教育や教育学には、まったくの門外漢であることをご自身でおっし

ゃっており、ヒアリングでは、基本的なことかもしれないが、という断りを入れて、ご

自身の理解のための質問や疑問のやりとりをされていました。 

９ページの主要施策４ 健やかな体の育成 では、本市の小学校で給食室を設けて自

校で調理した給食を提供していることへの率直な驚きと称賛を、主要施策６ 変化に対

応し社会で自立できる力の育成 では、１人１台端末の整備に、国の交付金を活用して

いることの財源の工夫への評価を、主要施策９ 教育環境の整備推進 では、ウィズコ

ロナ、アフターコロナにおいて、超過勤務時間が８０時間を超える教員数のＫＰＩを心

配されて、業務量の増加傾向への対応をしていくことを、主要施策１４ 豊かな人間性

を育む文化芸術活動の推進 では、ＫＰＩが大きく下回った要因を分析、対応すべきと、

それぞれ短い文章で端的にご指摘いただきました。 

以上が、外部評価者の意見の概要です。 

各課において、９月の決算議会や令和５年度の予算要求等で活用または改善させてい

ただきます。 

１４ページから６０ページは、これまで教育委員のみなさまと議論を深めさせていた

だいた、教育振興基本計画の主要施策ごとの施策評価表です。 

こちらの説明は割愛させていただきます。 

最後、６１ページ、６２ページは、令和３年度の教育委員会の活動状況の記録でござ

います。 

説明は以上となります。 

よろしくご審査くださいますようお願いいたします。 

 

（鈴木教育長）ありがとうございます。委員の皆さまよりご質問、ご意見等ございません

でしょうか。 
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（岩間委員）点検評価について感想と意見になりますけれども、外部評価者が昨年度まで

から２人ともガラッと変わりまして、女性が入ったという事で今までにない視点でさま

ざまなご意見を頂戴出来たのかなと思いました。 

伊藤先生におかれましては、専門家としての視点から、知見が各所に見られて大変良

かったなと思っていたのは、いのちの教育のところでは、母子だけではなく父子にも登

場してもらうなど家庭とか、家事参加とか、女性参画も必要不可欠な男性の意識改革の

切り口など、大切なポイントだなと感じているところです。 

４ 健やかな体の育成のところでは、健康教育として思春期の健康教育、男女の性差

などを学ぶということで、ＬＧＢＴの知識普及の取り組みなどもここの部分で取り上げ

てもらえると、より今に近いというかこれからちょっと、今までになかった部分で考え

なければならないところだなと思っていたところです。 

それから読んでいた中で私が分かりにくかったところが、４ページの先生の文章の中

にあるウィズプランに明記されているということでＰ４１と書いてあるのは、この評価

報告書の中の４１ページなのかそれが分からなかったのでその点が１点と、あと７ペー

ジにある１３ 人生をマルチステージと捉えた生涯学習の推進のところで、ＳＤＧｓの

目標４の「質の高い目標をみんなに」の目標のところが教育の間違いではないかと思い

ましたので、これを直して頂きたいのでこの２点だけよろしくお願いします。 

 

（企画管理課長）後段のＳＤＧｓの部分は確認して修正させていただきます。ありがとう

ございました。ウィズプランの部分でございますけれども、第２次酒田市男女共同参画

推進計画のページ数でございます。 

 

（鈴木教育長）他にご質問、ご意見等ございませんでしょうか。 

 

（村上委員）今、岩間委員がおっしゃたように、私もこころの健康と合わせてＬＧＢＴに

ついての教員の研修の場が必要だなという印象を持っています。 

学習指導要領の保健の中には、こころや体の調子、あるいは心身の機能の発達とここ

ろの健康を合わせてというような記載があるんですが、ＬＧＢＴについては学習指導要

領にはありませんし、先生方にとってもどういうふうにそのような子ども達に対応して

いいかというのは、今、学校の課題でもあるような気がいたします。 

あともう１点、豊かなこころの育成の中の読書活動の推進について、「学校図書館の

現状に関する調査」というのが令和２年度にあって、そこで全国の小学校は年平均、小

学生は４９冊、中学校が年間９冊という数字が上がっていました。 

中学校については全国平均並みかなと、ただ小学校については月１０冊なので年にす

れば１２０冊にもなります。どうしてもいろんな調査をすると落ち込んでいるところに

目がいってしまうんだけれども、これだけの本を酒田の小学生が読んでいるというので

あれば、その良さをもっと伸ばすという事で、この力を子ども達が小学校から中学校に

繋いでいければという気がいたしました。 
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また、第３次酒田読書活動推進計画にもあるように、市立図書館を使って読書への関

心を高めるために、中高生向けのコンテンツの強化という言葉もありましたので、そこ

も合わせて検討していただきながら、小学生が更にたくさん本を読んでそれが本当に中

学校へ繋ぎ読書の力になって欲しいなという感想を持ちました。以上です。 

 

（鈴木教育長）ありがとうございます。 

  他にご意見ございませんでしょうか。 

 

（鈴木教育長）それでは、ないようですのでお諮りいたします。議第４１号 教育に関す

る事務の管理及び執行状況に係る点検評価について を提案のとおり決するにご異議

ございませんか。 

 

（各委員「異議なし」） 

 

（鈴木教育長）ご異議なしと認めます。よって議第４１号は提案のとおり決しました。 

 次に、議第４２号 酒田市教育委員会委員の辞職について を議題といたします。議第

４２号につきましては、渡部委員の一身上に関する案件でございますので、地方教育行

政の組織及び運営に関する法律第１４条第６項の規定によりまして、渡部委員の退席を

求めます。暫時、休憩いたします。 

 

（渡部委員 退席） 

 

（鈴木教育長）再開いたします。議第４２号 酒田市教育委員会委員の辞職について を

議題といたします。これについて提案願います。 

 

（池田教育次長）議第４２号 酒田市教育委員会委員の辞職について この提案につきま

して説明をさせていただきます。 

このたび、酒田市教育委員会渡部敦委員より、令和４年９月３０日をもって辞職した

い旨の願いが提出されましたので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１０条

の規定により、同意を求めるものでございます。 

説明は以上でございます。 

 

（鈴木教育長）ただ今の提案に対しまして、ご質問やご意見等ございませんでしょうか。 

 

（鈴木教育長）ないようですのでお諮りいたします。議第４２号 酒田市教育委員会委員

の辞職について を提案のとおり決するにご異議ございませんでしょうか。 

 

（各委員「異議なし」） 
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（鈴木教育長）異議なしと認めます。よって、議第４２号は提案のとおり決しました。 

 渡部委員の除斥を解きます。暫時休憩します。 

 

（渡部委員 着席） 

 

◎ 教育長報告 

 

（鈴木教育長）再開いたします。次に、日程第５ 教育長の報告となりますが、今回、私

からの報告はございません。 

 

 

 

（鈴木教育長）日程第６ その他に入ります。報告事項１については、社会教育文化課か

ら説明がありますので、説明をお願いいたします。 

 

（社会教育文化課長）私のほうから、ミライニの運営状況についてご報告申し上げます。 

 中央図書館の移転オープンから約４カ月を経過したミライニの運営状況についてご報

告申し上げます。 

  最初にミライニの入館者の状況についてですが、昨年同期における移転前の中央図書

館の実績と比較すると大幅な伸びを示しており、５月と６月は約２．６倍、７月は３．

３倍を記録しております。なお、この入館者数は計３か所あるミライニの入口に設置し

ている赤外線センサーによる数値ですので、図書館利用者以外の来館者もすべて含まれ

ていることにご留意いただきたいと思います。 

  次に中央図書館の貸出冊数ですが５月は５日からのオープンであったこともあって、

前年を下回っておりますが、６月、７月ともに前年同期を７％上回っております。入館

者数の大幅な増加に比べて図書館の貸出冊数はそれほど伸びておらず、本の貸出以外の

目的での来館者が多いことが伺えます。 

次に駅前観光案内所の利用状況についてですが、４月以降、すべての月で前年同期の

実績を上回る利用者数を記録しております。特に新型コロナウイルス感染の第７波が始

まる前の５月は２．７倍の大幅な伸びとなっております。 

次のページは駅前駐車場の利用状況についてですが、４月３０日の供用開始以降徐々

に利用台数は増加しており、１日当たりの利用台数や収入金額も５月が２２３台、１日

当たり６千円弱だったものが、８月では４９０台、１日当たり約１万４千円と伸びてき

ております。なお、時間貸しの利用統計につきましては、月末や午前０時の締めではな

く、毎週火曜日の午後２時で１週間分を締める関係上、５月３１日や６月２８日は同じ

日付の集計が複数の期間に表示されているものとなっております。 

  次に３階の研修室の利用状況についてですが、駐車場と同様にオープン以降、徐々に

利用件数が伸びてきており、７月の稼働率は３７．４％となっております。主な使用用

◎ その他の報告 
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途としましては、ミライニや市の主催する事業のほか、国・県の主催事業、サークル活

動、会社等の研修会等に利用されております。 

最後のページですが、図書館移転オープン以降のイベント実施状況についてまとめた

ものでございます。週末を中心に様々なイベントを実施しております。 

（１）が図書館オープンに関連したイベント、（２）が図書館で実施した企画展示や

イベント、（３）がグランドオープンを記念したイベントとなります。特に８月から９

月にかけましては指定管理者の企画発案により、駅前おとなの学校と題して光の湊とミ

ライニ主催による地域活性化について考える講演会を３回にわたって開催しておりま

す。 

私からは以上となります。 

 

（鈴木教育長）ただ今の報告に対しまして、ご質問、ご意見等ございましたらお願いいた

します。 

 

（鈴木教育長）ないようですので、報告事項は以上となります。 

 

― ここから非公開 ― 

 

（鈴木教育長）それでは、これより非公開の案件に入ります。 

 議第３８号 令和３年度酒田市一般会計歳入歳出決算の認定について を議題といた

します。これについて説明願います。 

 

（池田教育次長）私から議第３８号 令和３年度酒田市一般会計歳入歳出決算の認定につ

いて この提案につきまして説明をさせて頂きます。 

令和３年度酒田一般会計歳入歳出決算の認定につきましては、酒田市長より意見を求

められておりますので、これに同意をするものでございます。 

教育委員会資料、令和３年度 酒田市一般会計歳入歳出決算事項別明細書 教育委員

会の抜粋分をご覧ください。ＰＤＦの３枚目、下段についておりますページ数では２３

５、２３６ページをお開き下さい。 

１０款教育費の当初予算額５１億２，２７７万４，０００円に、年度途中の補正予算

額１億４，８８１万２，０００円を減額し、前年度からの繰越額の計上、次の年度への

逓次繰越または繰越明許などによる差し引きによりまして、１億９，０５４万４，８６

８円が不用額となっております。 

令和４年度への継続費逓次繰越額１５２万４，０００円と繰越明許費５億４，６６０

万３，８００円を控除いたしますと、令和３年度の予算現額すなわち最終的な予算額は

４５億７，９１４万２，７００円となります。 

これで支出済額４３億８，８５９万７，８３２円を除しますと、執行率は１０款の教

育費全体で９５．８％となります。 
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なお、令和２年度からの主な繰越事業費は、学校給食施設環境整備事業費約５，７１

０万円及び第六中学校に係るトイレ改修事業費約６，０７０万円でございます。 

令和３年度の予算執行にあたりましては、新型コロナウイルス感染症への対応を始め

として、市民の安全安心、ことさら、子供たちの教育環境を守るために必要の都度補正

予算を計上して対応してまいりました。 

また、令和３年度は、国体記念体育館改修事業費、学校給食施設整備事業費が皆増、

史跡旧鐙屋修復事業費、中学校の学校トイレ改修事業費、小学校給食事業費及び中学校

給食事業費が増額とはなったものの、小学校の学校トイレ改修事業費、学校グラウンド

改修事業費及び学校感染症対策・学習保障等支援事業費が皆減、酒田コミュニケーショ

ンポート（仮称）整備事業費、ＧＩＧＡスクール推進事業費、遠距離通学対策事業費、

教師用教科書・指導書購入事業費等の減額によりまして、教育費の決算規模は令和２年

度普通会計決算に比べて３８．１％の減少となりました。 

なお、主要な施策の成果報告書の教育委員会抜粋分をＰＤＦで３１枚目以降、資料と

してお付けしておりますのでご覧いただきたいと思います。説明は以上でございます。 

 

（鈴木教育長）委員の皆様よりご質問、ご意見等ございませんでしょうか。 

 

（神田委員）ＰＤＦですと３４枚目、下のページ数ですと２０９ページの大学等修学支援

事業についてなのですが、こちら令和３年度を持って廃止ということで、右下のところ

の廃止の理由を確認しますと、国の修学支援制度の開始によって一定の役割を終えたと

いう事になっております。こちらの事業内容左側を見てみますと、表の上の方、給与の

みの場合ですと収入額が７７０万円以上の方が対象になるという事で、国の修学支援制

度ですと４人家族の場合には、対象となるのがおおむね収入ベースでいった時に３８０

万円程度という事になっております。 

昨今ですと、修学支援制度が出来たことによって３８０万円を下回る方に対してはか

なり手厚い支援が行われるようになっているのですが、それを超える方についてはほと

んど支援がないような状況にありまして、そういった意味で対象者が、収入ですと７７

０万円というのはいわゆる中間層というかやや上位層になるのかもしれませんが、こう

いった層に対する支援としては非常に有効なのかなというふうに感じていたところで

す。 

今年度については既に終了しているということかと思いますけれども、中間層に対す

る支援というものも重要になってくるかと思いますので、今後に向けてご検討いただけ

るとありがたいと思います。以上です。 

 

（鈴木教育長）ありがとうございます。何かございますか。 

 

（企画管理課長）この７７０万円の部分に関しましては、国の政策金融公庫のメニューか

らこの数字にしております。委員のおっしゃる通り、低所得よりもそういう対象ではな
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い中間といいますか、それなりの方々が対象というところでは非常に有効だったと思い

ます。結果、継続してくる中で、１人の方のご家庭で子どもが複数いらっしゃると、そ

の複数人で占められるとか、あと各金融機関があるものですから、教育資金と言いつつ

額が非常に高額の借入をしていたりとか、少し使い方、あとはこの事業に関しましてそ

ろそろ役割を見直しシフトする時期かなというようなこともありまして、令和４年度か

ら企画調整課で中間層対象ではなく、生活的に厳しい方々を対象としまして、受験のた

めの交通費等への支援という事に切り替えて、令和４年度実施するような流れになって

おります。以上です。 

 

（神田委員）分かりました。基準が全て同じというようなことになると、ギリギリで引っ

かからない人が困窮してきますので、そういう方も支援できるとありがたいなと思って

の発言でした。よろしくお願いします。 

 

（鈴木教育長）ありがとうございます。他にございませんでしょうか。 

それでは、ないようですのでお諮りいたします。議第３８号 令和３年度酒田市一般会

計歳入歳出決算の認定について を提案のとおり決するにご異議ございませんか。 

 

（各委員「異議なし」） 

 

（教育長）ご異議なしと認めます。よって議第３８号は提案のとおり決しました。 

次に議第３９号 令和４年度酒田市一般会計補正予算（第６号）について を議題とい

たします。これについて説明願います。 

 

（教育次長） 

それでは議第３９号 令和４年度酒田市一般会計補正予算（第６号）について この提

案についてご説明を申し上げます。 

令和４年度酒田市一般会計補正予算（第６号）につきまして、酒田市長より意見を求

められておりますので、これに同意をするものでございます。 

教育委員会資料１（議題３９号関係） 令和４年度酒田市一般会計補正予算（第６号）

をご覧ください。 

この度の補正は１０款教育費１項教育総務費を８０万９，０００円減額、４項生涯学

習費を２９６万円、５項保健体育費を４１万５，０００円それぞれ増額し、１０款合計

で２５６万６，０００円増額し、補正後の教育費予算現計を５３億３，９３０万４，０

００円とするものでございます。 

また、繰越明許費補正として、１０款４項生涯学習費の生涯学習整備事業として６０

５万円を繰越明許費の設定をしております。 

次に教育委員会資料２（議題３９号関係） 令和４年度酒田市一般会計補正予算（第

６号）の概要（教育委員会関連分）をご覧ください。 
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歳出補正の学校教育課④遠距離通学対策事業につきましては、路線バス廃止等により

代替手段が必要となった登下校のための交通手段となるタクシー借上料の計上及び燃

料費の高騰によって単価が上昇いたしましたタクシー借上料の増額でございます。 

社会教育文化課の②生涯学習施設整備事業につきましては、ひらた生涯学習センター

の高圧受変電設備更新工事費に、情勢に伴う価格の高騰により増額分を追加するととも

に、年度内の機器納品が危ぶまれるため、繰越明許の設定を行うものでございます。 

スポーツ振興課の①体育施設管理事業につきましては、新型コロナウイルス感染症予

防として体育施設の水栓３５か所について自動・自閉式水栓への交換に係る修繕費の計

上と、当初予算に計上していた陸上競技に要する備品等の購入費について価格高騰に伴

う増額をするものでございます。 

私からの説明は以上でございます。 

 

（鈴木教育長）委員の皆さまよりご質問、ご意見等ございませんでしょうか。 

 

（渡部委員）学校教育課の②ＧＩＧＡスクールの推進事業のところですが、ＧＩＧＡスク

ールで１人１台端末になって、当然この修繕料というのは発生するだろうなと思うんで

すけれども、ここでみると修繕料増額９７万３，０００円計上されてますが、もともと

予算をみられてて９７万３，０００円増額になったのか、９７万３，０００円が修繕費

そのものだということなのか分からなかったものですからそれが１点と、修繕費って

色々な状況が考えられるんですね。小学校の１年生から中学校３年生までいろんな世代

が使っているので、どんな修繕が発生しているんだろうと、この先も年数を重ねるごと

に修繕が増えてくると思いますし、金額もどんどん膨らんでいくのかなという気がした

ものですから、その辺を教えていただければなと思います。 

 

（学校教育課長）ご指摘の修繕費についてですが、当初予算で６０万円見込んでおりまし

たが、これまでの時点で既に十数台修繕しなければいけないものを抱えておりまして、

その分で見なくてはならないものですから、補正予算として計上したものです。 

修繕と申しましても、このタブレットの修繕については今のところスポット的に壊れ

たものは基本新品と交換というような対応になっておりますので、その分高額になって

いるという現状があります。 

今後もまた故障したものが出てくるとか、更にまた来年度以降にかけて修繕しなけれ

ばいけないものが出てくるという事は十分予想されますが、その分について今後につい

ては、今後児童生徒数が減数というか、減じるという事で推移していきますので、その

分で余剰分が出てくることが見込まれます。ですので、今後の修繕については児童生徒

数からくる余剰分と、それから総合的に考えて適切に修繕していく、まるっきり新しい

ものに取り換えるという事ではなくて、余剰分からも修繕の方に回していくということ

で、適切に処理していきたいと考えております。 

  故障の原因ですが、やはり授業活動等で子ども達が持ち歩いていると、どうしても落
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としてしまうことがあって、それで画面が割れたり、そういった故障が多くみられます。  

また、何もしていなくても精密な機械という事もあるんでしょうが、急にキーが効か

なくなったり電源が入らなくなったりということがありますので、そういった故障が多

くみられます。 

以上です。 

 

（教育長）他にございませんでしょうか。 

 

（神田委員）学校教育課の④の遠距離通学対策事業について伺います。 

先程のご説明ですと、燃料費の高騰に加えてバスの路線の廃止に伴って、タクシーの

借り上げが発生したという事なんですけれども、具体的に対象となるのはどの地域なの

かというのを教えていただけますでしょうか。 

 

（学校教育課長）新たに発生した分については、１つが酒田四中の福岡地区の生徒の分で 

す。 

路線バスの時間が変更になりまして、部活が終わった際に適切に使える時間帯のバス

がなくなってしまったことへの対応です。 

もう一つが、八幡小学校の塚渕地区の子ども達です。これについても、ぐるっとバス

が廃止されたという事で、登校の際使っていた手段がなくなったことへの対応です。 

以上２点になります。 

 

（鈴木教育長）他にございますでしょうか。 

 ないようですので、お諮りいたします。議第３９号 令和４年度酒田市一般会計補正予

算（第６号）について を提案のとおり決するにご異議ございませんか。 

 

（各委員「異議なし」） 

 

（鈴木教育長）ご異議なしと認めます。よって、議第３９号は提案のとおり決しました。 

 次に議第４０号 第４４回庄内文化賞授賞者の決定について を議題といたします。こ

れについて説明願います。 

 

（社会教育文化課長）議第４０号 第４４回庄内文化賞授賞者の決定について ご説明

いたします。 

庄内文化賞は、庄内地方の文化・芸術の振興のために、庄内に居住し、学術、美

術、音楽等の各分野で優れた成果をあげられた方々を顕彰し、庄内地方の文化・芸術

の振興に寄与することを目的として昭和５４年に酒田市教育委員会が制定した賞でご

ざいます。 

今年度は８月２３日に６名の選考委員から出席いただき、候補者の選考会を開催し
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た結果、個人１名と１団体の推薦があったなかで、部門「音楽」 酒田吹奏楽団 を

授賞候補者として推す意見を得たので、その決定について教育委員会の議決を求めよ

うとするものです。 

なお、阿部次郎文化賞については、残念ながら今回も推薦がありませんでしたの

で、今年度の授賞候補者はございません。 

酒田吹奏楽団の功績については、詳しくは推薦調書をご覧いただきたいと思います

が、簡単に紹介させていただきますと、地域の音楽文化の発展に寄与することを目的

に昭和４６年に発足した社会人を主体とする吹奏楽団で、昨年、５０周年を迎えてお

り、１０代から６０代までの団員６０余名で、日々高い目標をもちながら活動してお

ります。 

主な活動内容としては、社会福祉を重点としたボランティア訪問演奏事業として、地

区コミュニティセンター、高齢者福祉施設や知的障がい者福祉施設への訪問演奏活動を

行い、触れ合いを通じて団員の意識醸成を図っていることが評価され、平成２８年に酒

田市社会福祉協議会会長表彰、また平成３１年には、山形県民福祉大会会長表彰を受賞

しております。 

また、公益演奏事業として、地域に根差した楽団としての役割を果たすため、市や商

工会議所、商店街、大学主催のイベントなどに積極的に参画しているほか、学校教育支

援事業として、音楽に親しみを持つ人材の育成に向け、演奏会の実施や中学生・高校生

の指導を担い、次世代の音楽文化を担う人材の育成に積極的に関わっております。 

このように、様々な地域貢献活動を行いながら、団員の技術力向上を図るため、毎年

コンクールに出場し、令和３年まで１３年連続東北大会に出場しているほか、昭和６０

年には全日本吹奏楽コンクール全国大会に出場し、令和３年にも全国大会の出場権を得

ましたが、この時はコロナ禍により出場を辞退しております。 

以上のとおり、酒田吹奏楽団は音楽文化の発展を基軸に吹奏楽を通して社会貢献を果

たすことを理念としており、本地域の音楽分野の文化芸術振興に尽力した功績は顕著な

ものがあるという評価でした。 

以上、よろしくご審議くださいますようお願いいたします。 

 

（鈴木教育長）ご質問、ご意見等ございませんでしょうか。 

 

（鈴木教育長）ないようですのでお諮りいたします。議第４０号 第４４回庄内文化賞授

賞者の決定について を提案のとおり決するにご異議ございませんか。 

 

（各委員「異議なし」） 

 

（鈴木教育長）ご異議なしと認めます。よって、議第４０号は提案のとおり決しました。

議事については、以上となります。 
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－ 非公開はここまで － 

 

（鈴木教育長）事務局から他に何かございますか。 

 

（鈴木教育長）委員の皆様より何かございますでしょうか。 

 

（鈴木教育長）それでは、以上を持ちまして、本日の日程はすべて終了いたしましたので

閉会いたします。 


