
報第８号 

 

専決事項の報告について 

 

酒田市教育委員会教育長事務委任規則第４条第１項の規定により、令和４年

度酒田市一般会計補正予算（第９号）について別紙のとおり専決処分したので、

同条第２項の規定により報告し、承認を求める。 

 

令和４年１２月２３日提出 

 

 

酒田市教育委員会 

教育長 鈴木 和仁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

 令和４年度酒田市一般会計補正予算（第９号）について、教育委員会の会議を

招集する時間的余裕がなく、酒田市教育委員会教育長事務委任規則第４条第１

項の規定により専決処分したので、同条第２項の規定により報告し、承認を求

めるものである。 

  



専第８号 

 

令和４年度酒田市一般会計補正予算（第９号）について 

 

令和４年度酒田市一般会計補正予算（第９号）について、酒田市長より意見を

求められているので、同意するものとする。 

 

令和４年１２月９日専決 

 

 

酒田市教育委員会 

教育長 鈴木 和仁 

 

 

 



 歳入歳出予算補正

　歳　出 （単位：千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他

5,419,028 △ 31,862 5,387,166 4,690 0 0 0 △ 36,552

1,119,128 15,329 1,134,457 4,690 0 0 0 10,639

611,700 10,639 622,339 10,639

237,913 4,690 242,603 4,690 0

1,132,274 △ 22,881 1,109,393 0 0 0 0 △ 22,881

552,098 △ 22,881 529,217 △ 22,881

658,776 224 659,000 0 0 0 0 224

185,859 224 186,083 224

1,180,993 △ 22,568 1,158,425 0 0 0 0 △ 22,568

421,823 △ 22,568 399,255 0 △ 22,568

1,327,857 △ 1,966 1,325,891 0 0 0 0 △ 1,966

1,327,857 △ 1,966 1,325,891 △ 1,966

５　保健体育費

１　スポーツ振興費

３　中学校費

１　学校管理費

４　生涯学習費

１　生涯学習振興費

10　教育費

１　教育総務費

２　事務局費

４　学事費

２　小学校費

１　学校管理費

令和４年度酒田市一般会計補正予算（第９号）

款 項 目 補正前の額 補正額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳

特　定　財　源
一般財源

教育委員会資料１（報第８号関係）



 

令和４年度酒田市一般会計補正予算（第９号）の概要 

（教育委員会関連分） 

 

１ 補正予算規模 △31,862 千円 
 

２ 補正後の予算規模 5,387,166 千円 
 

３ 補正項目及び補正額  

（歳出補正） 

＜企画管理課（人事課）＞ 

・職員給与費（10 款１項２目） 10,639 千円 

・職員給与費（10 款２項１目） △22,881 千円 

・職員給与費（10 款３項１目） 224 千円 

・職員給与費（10 款４項１目） △22,568 千円 

・職員給与費（10 款５項１目） △1,966 千円 

山形県人事委員会勧告準拠によるもの 

＜学校教育課＞ 

① 学校等における感染症対策等支援事業 4,690 千円 

新型コロナウイルス感染症の流行が長期化する中で児童生徒が安心して学ぶこと

ができる環境を整備するための増額（需用費 1,961 千円、備品購入費 2,729 千円） 

〔現計 11,196 千円＋補正額 4,690 千円＝補正後 15,886 千円〕 

 

（歳入補正） 

＜学校教育課＞ 

① 国庫補助金 4,690 千円 

・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金  2,345 千円 

・学校保健特別対策事業費補助金           2,345 千円 

 

教育委員会資料２（報第８号関係） 



令和４年１２月２３日 

企 画 管 理 課 作 成 

 

令和４年度酒田市一般会計補正予算（第９号）について（教育委員会人件費関連分） 

 

１ 補正の理由 

  山形県人事委員会勧告において、給料表の改定及び勤勉手当の支給月数の改定が勧告さ

れたことに伴い、給料表の改定及び勤勉手当の支給月数の改定を行うもの。 

 

２ 補正予算規模  36,552千円減                    単位：千円 

区分 １項２目 ２項１目 ３項１目 ４項１目 ５項１目 計 

給料 4,875 △11,770 41 △13,467 △602 △20,923 

諸手当 4,156 △5,979 463 △2,755 △760 △4,875 

共済費 1,608 △5,132 △280 △6,346 △604 △10,754 

計 10,639 △22,881 224 △22,568 △1,966 △36,552 

 

３ 給与改定の概要 

（１）給料表の改定 

山形県人事委員会勧告の給料表に準じて改定する。行政職給料表においては、初任給を

4,000円又は 3,000円引き上げ、若年層が在職する号給については 2,000円程度、その他の

号給（管理職が在職する 6級以上を除く。）については 200円又は 100円を基本に引き上げ

る。行政職給料表以外の給料表についても、行政職給料表との均衡を基本に改定する。 

※指導主事（県準拠）についても再任用職員以外の職員と同様の引き上げ 

（２）期末手当の支給月数の改定 

12月期の期末手当の支給月数を次のとおりとする。 

 【再任用職員以外の職員】 

区分 ６月期 12 月期 合計 

令和４年度  期末手当 

勤勉手当 

1.20月 

0.925 月 

1.20月 

1.025 月 
4.35月 

【再任用職員】 

区分 ６月期 12 月期 合計 

令和４年度  期末手当 

 勤勉手当 

0.675 月 

0.45月 

0.675 月 

0.50月 
2.30月 

令和５年度以降の６月期及び 12月期の期末手当の支給月数は、次のとおり。 

 【定年前再任用短時間勤務職員以外の職員】 

区分 ６月期 12 月期 合計 

令和５年度  期末手当 

以降     勤勉手当 
1.20月 

0.975 月 

1.20月 

0.975 月 
4.35月 

【定年前再任用短時間勤務職員】 

区分 ６月期 12 月期 合計 

令和５年度  期末手当 

以降     勤勉手当 
0.675 月 

0.475 月 

0.675 月 

0.475 月 
2.30月 

参考（報第８号関係） 



 

４ 施行期日 

給料表の改定                令和４年 ４月１日 

令和４年 12月期の期末手当の支給月数の改定  令和４年 12月１日 

令和５年度以降の期末手当の支給月数の改定  令和５年 ４月１日 



酒田市教育委員会 

その他（各課等からの報告）【報告事項１】 

 

件 名 山居倉庫保存活用計画市民ワークショップについて 

担 当 課 社会教育文化課（電話２４－２９９４） 

【報告の概要】 

１.開催目的 

本市では、国史跡山居倉庫の今後の保存・活用に関する方向性・指針の作成を目的に

山居倉庫保存活用計画の策定作業を進めている。山居倉庫保存活用計画の策定にあたり、

市民の山居倉庫に対する理解を深めていただくとともに、保存・活用に関する多様な意

見やアイディアを共有させていただくためにワークショップを実施し、山居倉庫におけ

る今後の保存や活用について意見交換を行うことを目的とする。 

 

２.日時、場所及び内容 

 ○第１回ワークショップ 

日時：令和４年 11 月 26 日（土） 13：00～16：00（３時間） 

場所：山居倉庫、市役所 703 会議室 

内容：（１）山居倉庫内見学（現状・課題の現地確認） 

     （２）ワークショップ（山居倉庫の現状と課題の共有） 

   

○第２回ワークショップ  

日時：令和４年 12 月 10 日（土） 13：00～16：00（３時間） 

  場所：酒田市総合文化センター コミュニティルーム（体育室） 

  内容：（１）講話（テーマ：街を変える！？ アートとミュージアム） 

        講師：東京藝術大学 美術学部 准教授 宮本武典 氏 

（２）ワークショップ（山居倉庫の保存と活用に関する意見交換） 

 

３.参加人数 

 ○第１回ワークショップ参加人数：40名 

 ○第２回ワークショップ参加人数：39名 

 

４．主な意見 

  別紙資料のとおり 

 



 
 

第１回山居倉庫保存活用計画市民ワークショップ 

「現地見学」の主な感想 

開催日：Ｒ４年１１月２６日 

                                     順不同 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ 内 容 

Ａ 

・小さく見える、光がなくて寂しい感じ 

・ライトアップきれい、中もそんな感じならいいな 

・改修がなされている 

・日常生活に近く 

・ケヤキの大きさが違う、驚いた 

・インスタ映えする所 

・前は葉など茂っていた、スカスカでさびしく感じた 

・緑と黒、建物＆ケヤキセット、コントラスト美しい 

・建物の老朽化、きれいにしたい 

・行く目的が欲しい、若い人行かない 

・カフェ、ショッピング、コンサート、映画館 

・俳句にピッタリ 

・自転車でホテル 

・俵のレプリカ 

・柱で区切り 

・プロジェクションマッピング、AI 

・河村瑞賢とおしゃべり⁉ 

・石畳ではなく芝生 

・生活の中心 

・宿泊施設、ロードバイク、ジャズクラブ、ライトアップ 

Ｂ 

・１３０年経ったけど中はキレイ 

・中は意外と広い 

・外観はボロイ→観光客向けに改修？ 

・あの古さがあるからこその魅力→それをどう残すか 

・夕暮れに外を撮影するが、中のキレイさに気付いた→どう気付いてもらうのか 

・高齢者向けのバリアフリー対応の橋など作る 

・ミニコンサート、喫茶店、映画館(ミニ)、ピアノ置く 

・芸術・音楽的な活用法→若い人に伝えていく 

・文化的な活用→酒田のことを市民に知ってもらう、ex 希望ホールの由来など 

・観光には１２の内１・２号館あればよい＋外観→他の活用方法 

・市民は山居倉庫に足を運ぶ目的→「観光客だけでなく」ではなく、市民向けに 

・思ったより古くなっている→手がかかりそう…優先順位つけて→民間の資金を 

 視野に入れて活用を考える 

・地元の人は行く用事がない→そこにポイントがあるのでは 

・８０万人「来る」だけ 



 
 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ 内 容 

Ｃ 

・米の品種改良の図、気になる、歴史好き、つながりがある 

・山居倉庫に行く理由がない、遊びの要素がない 

・思ってたよりも広い 

・資料館 古い町並みのジオラマ→プロジェクションマッピングで現在の町並み 

 へつなげる 

・夜のイベント、町並み 

・下屋が長い 

・三十三間堂の通し矢のようなことができそう、遊びができそう 

・それぞれ作りが違う、驚いた 

・防災装置を早くつけない 

・ウレタンがふきつけられている、意外だった→手を叩いてみたらけっこう残響 

 がある→カラオケもいい、スタジオいい 

・国立倉庫 

・映画やドラマ 

・ちょっと柱が多いか 

・市民が集まるには？(駄菓子屋さん、幅広い年代の交流、子供の遊び場があると

…) 

・歴史的な建物、ロケを思いだす(おしん、日本版フランダースの犬) 

・より深い歴史 

・若い世代が訪れるには 

・駐車場はどうする 

・商業施設との連携 

・高齢者にも優しい山居橋、バリアフリー周辺段差を 

・倉庫の中は涼しい、涼しい空間を活用 

・けやきの生育 

・周りからの整備 

Ｄ 

・若い人が参加！必要 

・プロの話を聞きたい 

・イロハ蔵の管理をしていた 

・車をどこにとめるのか？導線は？ 

・古いモノが残っている、設備直すのにお金 

・行く機会がなかった→きれいでビックリ 

・地元の人が行かない、市民が来るにはどうする？ 

・施設と施設を活用する 

・市にお金がない、どう集める？ 

・おみやげを買う場所 

・歴史とかソフト面のことも知りたい→ 価値は？→ ハード面とソフト面の 

 マッチング 

・若者が行かない 

・カフェとか新しいものも組み合わせる 



 
 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ 内 容 

・山居倉庫に用事、どういう使い方 

Ｄ 

・建物の歴史 

・新しいものを組み合わせる 

・ケヤキ保存 

・石畳→車いす行けない 

・市民が企画して市民活用、交流 

・神社 

・市民集まれる場所‼ 

Ｅ 

・米の品種、歴史を知りたい 

・歴史を感じた 

・けやきと一体感 

・地域の宝の保存としての場所 

・展示物→廃校の資料保存として活用 

・広さの活用 広すぎる、大きすぎる？ 

・柱、はり、建造物としての価値 

・産土に似ていて山と海がすてき 

・資料館 

・米に関する歴史の繋がりを知りたい 

・内部の構造を知って良かった 

・音響・保湿などはどうか？ 

・土木科、柱・建物に興味があり 

・山居倉庫が今残っていること、大切に保存していきたい 

・周囲の景観も大切に守っていったり新しい事も取り入れたい 

・橋をもう一つ、高齢者にも優しく足元の整備 

・資料を額に展示物 

・米倉庫として 

・展示物館 岸洋子氏の資料 

・土木系・作り方きになる、建築方法 

・品種改良の展示 

・米に関しての 

・まわりの環境 

・①気づいた②のばせそう③初めて知る 

・活用しながら保存→資金 

・かなり古い 

・学生「知らない」 

・地元の人が行かない 

・保存設備面、かなり投資しないと 

・内はじめてみた 

・観光客のもの 

・建物の説明だけ一周りの歴史も説明してほしい 



 
 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ 内 容 

・角材・丸材とかびょうとか今の環境の特徴わかった 

Ｅ 

・建物のつくり→生かす 

・中は程度がいい、外は… 

・今は米ないので広い 

・つかいやすい、つかいにくい 

・まわりの景観…なぜ欅うえたとか 

Ｆ 

・柱を利用した色々な活用方法がありそう 

・景観の改善 

・楽しめる活用方法 

・中を見たい人もいる 

・倉庫だったからこそ活用できるポイント(ひんやり壁など) 

・けやきの生育の違い 

・どういう建物かわからない人もいる→認知向上できれば 

・こんな大規模な倉庫はない 

・石畳があってけやきが育たない 

・スペースがもったいない 

・インスタ映え 

・おもったより広い 

・ライトアップ 

・カフェ、ホテル、ギャラリー 

・外壁がボロい→それが味、中はきれい 

・古民家リノベーション 角柱、丸柱おもむきある→生かせれば 

・倉庫の活用がそんなに数がいらないので全部は不要 

・山居倉庫利用する利点 

・だがし→うり 

・長廊下 射げきを使った 

・石畳が気になった(人気景観) 

・ケヤキの木見上げることなかった 

・歴史をマッチさせなければ…ハード・ソフトマッチングさせる→酒田市民の 

 人がたくさん集まる 

・商業耕地のすみわけ 

・何のためにあるのか知らない人がいる、楽しめる認知できる方法あるのでは… 

・２号棟入ったことなかった、ひんやりしていた→生かせる→体験させる 

・夏の間も暑くならない(温度が上がらない) 

・物語がわかるように説明 

Ｇ 

・倉庫の雰囲気生かして展示できるように 

・宿泊施設あり 

・音が響いた、舞台としてカラオケとして使ってもいい 

・廊下長かった 

・駄菓子屋さんとか良いかも 



 
 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ 内 容 

・プロジェクションマッピングなど 

Ｇ 

・柱を活かしたもの 

・ウレタンがざんねん 

・場所もあまり知らなかった→もっと発信していきたい 

・柱しっかりしている、１００年経っている感じがしなかった 

・たくさんの意見大切 

・それぞれ内の雰囲気も違う 

・保存していきたい(大切にしていきたい) 

・観光客の楽しみ 

・山居倉庫の課題の共有 

・１２９年経っている割に中は管理されている 

・電線とかむき出し  

・今の建物との違い 

・文化遺産があるっていう事、市にとって 

・ケヤキの樹勢の違い 

・ケヤキも保存していきたい、枝の危険 

・色々な人が入れる様にして、多くの人の意見を求める、発信する 

・電線は趣がある 

・外装はとても魅力的 

・構造の違い 

・石畳は見た目は良い、バリアフリー的には？安全面は大事、けがをして帰ると… 

・作り方が特別な建物で、市民の意見を大事にしていきたい 

・ウッドデッキのように浮かせて歩く道を作る etc もあるのでは 

・文化遺産があることは酒田市にとってよいこと！ 

・ケヤキ以前よりさびしくなった 

・若い世代は普段行かないので、市民が気軽に行ける場所に！ 

・宿泊施設できないか、柱を活かしてホテルでも 

・ひんやりした雰囲気 

・中町キャンパスのような使い方よい 

Ｈ 

・現在の姿のままで残していきたい 

・「防災」が心配 

・SNSで映えるおすすめスポットが欲しい 

・山居倉庫の歴史 

・宿泊施設、自転車のまま…？ 

・石畳をはずす 

・思ったより維持にお金がかかりそうだ 

・柱が邪魔でも面白い使い方ができそう 

・「酒田らしい」使い方ができるようにするのはある意味簡単なのかも？ 

・１０年後、酒田の高齢比率が高くなっているはずなので、未来型完全バリア 

 フリーを目指すのが重要？ 



 
 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ 内 容 

・外観を整える 

Ｈ 

・酒田の入口としてもっとアピール 

・スタジオ、歴史を大切にしていく 

・イベントが友好的な地元の方向けではない 

・歴史的な背景、建物内段差が目立つ 

・もし貸スペースとして市民共有されるとすれば、見学した和室は魅力だった！ 

・どんぞ造りだが思いのほか中は寒かった⁉ 

・ビアホール、クラブ、ホテル 

・ロケ地 

・けやき問題、石畳→変更、安全性 

・地元の人も何度も足を運ぶ場所へ 

・各棟の造りに建築上、柱(角・丸)、はり、天窓など明治の建物是非保存したい！ 

・思った以上に広かった 

・欅を改めて見直した 

・山居倉庫の歴史深めたい 

・酒田らしさを生かす 

・夜ライトアップ 

・山居倉庫の歴史を改めて深く知ることができた 

・山居倉庫の建築の特徴を知ることができた 

・時分の山居倉庫についての考えを深めることができた 

・歴史的なことを感じたい！ 

・見学中に停電した→設備が古い 

・岸洋子さんのこと 

・売店のイメージが強い 

・ケヤキの石畳、車いす使いづらくなる 

・山居倉庫＝観光者向け、もっと市民向けに 

 



第１回山居倉庫保存活用市民ワークショップ 

「将来の山居倉庫のありたい姿」の主な意見 

開催日：Ｒ４年１１月２６日 

                                     順不同 

区分 内 容 

中
学
生
・
高
校
生 

・誰でも利用しやすく、酒田の歴史をいつまでも後世に伝えていけるような 

 山居倉庫 

・地元、観光客問わずににぎわいのある山居倉庫 

・歴史を学ぶだけの場所ではなく、全員が楽しめる場所になっていて、これから 

 も大切にしようと思っていける状態になっている 

・観光だけでなく、市民の方も活用できる 

・多様な年代の方が使える工夫 

・遊びながら酒田の歴史などについて学べる 

・学生などの若い世代が気軽に集える憩いの場所である 

・映画館や展示施設などそれぞれの倉庫によって、遊びだったり、感動をえられ 

 るような多種多様な魅力のある山居倉庫 

・子どもでも行きやすい場所 

・目的があって行く場所 

・市民の交流の場になっている 

・歴史的背景を学ぶことができる 

・VR を使いながらの説明 

・昔ながらのものに触れながらやすらげる場所 

一 

般 

・子どもが遊べる（迷路、おばけやしき） 

・音楽ライブラリー（岸洋子記念館、CD・楽譜が自由に…） 

・下屋のロングスペース活用（ミニ電車が走って、子どもが乗って遊べる） 

・酒田の歴史を学べる山居倉庫 

・酒田を市民・観光客が体感できる山居倉庫 

 （北前船・舟運・祭・酒田の成り立ち） 

・ヒマな時間があったら（ふとした時間に）行きたくなる山居倉庫 

・酒田と米の歴史を感じるにぎわいの空間 

・遠回りでもボーっと見たくなる場所 

・市民が使って楽しめる山居倉庫 

・観光客も市民も歴史を理解し、大切に守っていける 

・観光・学びだけでない 

・いこいあえる つどいあえる 楽しみあえる 学びあえる山居倉庫 

・明治から大正・昭和・平成までの使用変遷がわかる状態 

・にぎわいは商業高跡地でつくる 

・今の景観も大切にしつつ、現代も取り入れた山居倉庫 

・地元民と観光客でにぎわう「山居倉庫」→保全につながる 



一 

般 

・米と北前船のドラマ性を味わえる「山居倉庫」 

・皆で深く楽しめる「山居倉庫」 

・地域での新しい歴史施設のあり方（酒田モデル）を示す「山居倉庫」 

・全ての人が輝ける山居倉庫 

・芸術文化があふれる山居倉庫 

・市民のにぎわいと“楽しい”がある状態！ 

・酒田市民の生活の一部な山居倉庫 

・楽しく遊べてリラックスできて…「とりあえず山居倉庫だよね」な存在に 

 なってほしい 

・１棟１棟の採算性がとれている税負担のないものにしてほしい 

・まず！地元民に愛される山居倉庫！そして、観光客・障がい者など「誰でも」 

 楽しめる施設へ！ 

・観光客も市民も誰でも魅力を感じる（行きたい‼）山居倉庫 

・米倉庫としての古い長い歴史を守りながら、市民に開かれた憩いの場として 

 多角的に活用させていきたい 

・芸術・文化・食を発信できる場 

・歴史と芸術（岸洋子記念館・ミニライブ・ミニシアター・ミニコンサート・ 

 ピアノ設置・DVD 鑑賞可能な設備）を語り継げる場所に 

・もう一度行きたいと思えるステキな場所に（庄内平野・鳥海山・最上川を 

 含めて） 

・映画・ライブ・展示 １２棟あるので様々な使用をしていただきたい 

・各高校に分割したり、文化部の合同部屋 

・しばらく倉庫公開 

・市民と観光客が繰り返し集い、新しい出会いが生まれる場所 

・一部はスポーツ施設として高齢者と若い人が健康になれる場所 

・白壁、黒瓦、欅並木がいつも綺麗な「山居倉庫」 

・いつ行っても楽しいアミューズメントがある「山居倉庫」 

・毎日の生活になくてはならない「山居倉庫」 

・地元の人が観光客におすすめできる山居倉庫 

・喫茶室や映画館、ミュージックの出来る場所 

・日常生活と密着している山居倉庫 

・誰もが気軽に足を運べる山居倉庫（バリアフリーで、年代をとわず） 

・全国的にも International にも、皆さんに好かれ訪れたくなる施設として保存 

 ‼ もちろん市民も ‼ 

・利用する事によって保存につながる山居倉庫 

・今のカッコいい姿をキープ １００年後もこの姿で 

・歴史を守っていくだけでなく、これからの時代にも合うような状態になって 

 いる 

・観光客以外（市民やその他）の利用で多くの方々が来るような形を！ 

・山居倉庫の管理する経費を生み出す新たな収益を！ 

 



第２回山居倉庫保存活用市民ワークショップ 

「山居倉庫 私のイチオシ活用策」の主な意見 

開催日：Ｒ４年１２月１０日 

                                     順不同 

○観光振興・賑わいづくりの視点から 

区分 内 容 

中
学
生
・
高
校
生 

・山居倉庫だけにこだわらないで、海鮮市場であったり、範囲（歩く）で活性 

化していけばいいと思う。 

・駐車場が混んでいると危険！神社の裏のスペースを活用できないか・・・ 

・山居倉庫の美しい景観を作る。 

・山居倉庫ならではの面白いイベント・企画。 

・写真館、雰囲気や外観を利用。 

・新井田川や周辺も観光できるツアー。（屋形船での移動） 

・１棟１棟テーマを決めた作り施設にする。 

・外見がきれいに見えるように。 

一 

般 

・そもそも山居倉庫をどうやって使っていたか歴史や倉庫の構造をより細か 

く、マニアックに（蔵マニア向け）に学べる棟を作る。 

・最高にかっこいい山居倉庫。 

・歩いて、観て、味わう空間のつながり。 

・ギャラリー、ミニコンサートホールなどで市外にアピール。（創作体験もい 

いのでは） 

・酒田祭の山車の展示場が欲しい。格納するのではなく、展示が欲しい。 

・マルシェを開催できる場。（車は×、ウォーカブルな空間） 

・山居倉庫祭を開催。 

・観光客が来てよかったと思える資料（岸洋子、米が出来るまで、最上川と酒 

田） 

・山居倉庫～海鮮市場までの回路を楽しむ。 

・飲食・お土産スペースは必ず。 

・雨天でも可能なイベントスペース。 

・観光客向けの物産販売は必要。 

・倉庫内、倉庫外でのお祭りイベント開催。 

・市民、学生、観光客が活用できる倉庫利用。 

・買い物スペースは残し、山居倉庫エリアのにぎわいは失われないようにす 

る。 

・裏のケヤキ並木を積極的にセールス（ＣＭ）、映画のロケ地として） 

・農林水産祭りの開催。 



・特色ある庄内の食材を活かした飲食スペース。 

・団体ツアーは山居で降ろして、みなと市場で拾う。途中でお金を使ってもら 

う。停留時間の延長。 

・現状３棟は内部の使用状況を分かるように残す。 

・にぎわいの原点は、飲食、遊び（＋宿泊）の要素。民活を利用できるよう利 

用の自由度をあげる。 

・山居倉庫だけの計画に留まらず、周辺地域の計画も併せて提示。 

・地元民、観光客がともに楽しめるところ。 

・景観保存。 

・海鮮市場、旧商業とのルート整備。 

・対岸、さかた海鮮市場を含めた一体での計画（酒田ゴールデンルート） 

・お酒をつくる、温泉 

・酒田の歴史（祭り・舟運・酒田の生い立ち・・・）が学べる。 

・蒸留所（酒、ウィスキー、ワイン、すべて） 

・温泉（街中にない） 

・キャンプ（グランピング） 

・アート（アーティストの呼び込み） 

・観光客＋市民ともに訪れる“場”とする。 

・マルシェ etc への貸出スペース。 

・お酒を造る、保存スペース 

・高校を卒業して酒田を離れた人たちが、酒田といえばと聞かれたときに「山 

居倉庫」といえるようになってほしい。 

・マルシェ・フェスの開催。 

・景観・ランドスケープをより美しく。敷居を下げるイメージで。 

・映画館。 

・市民がふらっと行ける場所に。 

・触れて学べる博物館。 

・山居倉庫に来てどの倉庫も楽しめる内容で、１日中いても飽きない場所。 

・古い倉庫のたたずまいを大切にして中を現代的に活用し、そのギャップを内 

外の人と楽しむ。 

・「山居倉庫祭り」、祭りで賑わいを！ 

・１号館から現代にかけての歴史資料館（岸洋子記念館） 

・カフェ、バー 

・酒田、山居倉庫の歴史をもっとわかりやすく学べるものを！（デジタル活 

用、ナレーションを入れる・・・） 

・市内の工芸品、おみやげだけでなく県内の品々を置き、物販につなげてほし 

い。 

・観光客数より市民がより多く集まる。 



 

  

・新しい形の山居倉庫を望みます。 

・酒田市民だけでなく、庄内市民が日常、非日常を楽しめるような“場”を創出 

する。 

・飲食スペースを設置（カフェ、ランチなど楽しめるスペース） 

・市民も日常で通えるように（マーケットなどを設置） 

・学生も日常で通えるように（フリースペース） 

・米歴史資料館は残したいが、ナレーションなどでデジタル活用をしてわかり 

やすく学べるように。 

・シン・酒田。酒田を味わう。（体験） 

・アイデンティティーの確立。 

・人の流れをつくる。（屋形船など） 

・民間活用。 

・スターバックス。 

・酒蔵。 

・ひろめ市場（高知） 

・ギャラリー、展示販売、クラフトフェア。 

・バル、お酒を飲める、お酒を造る。 

・文化を（山形の）を紹介するスペースとして活用。 

・芸術、食、歴史を分けて紹介。 

・買い物ができる場所があると良い。（今の山居倉庫は、買い物、食事、観光 

がすべてできるのが良い） 

・単一機能ではなく、複合機能を重ね合わせる。 

・おしんの生活体験。 

・居酒屋。 

・ライブハウス。 



○市民の集い・学び・憩いの場づくりの視点から 

区分 内 容 

中
学
生
・
高
校
生 

・機械などを使って酒田や山居倉庫の歴史をわかりやすく学べるようにする。 

・カフェなどを作り、市民が足を運べる環境を作る。 

・映画館、勉強スペース、カフェ、お食事処。 

・酒田の商品を発表、紹介（企業） 

・勉強スペース、食事ができるところ。 

 

一 
般 

・各棟を様々な用途にして市民が使えるスペースにする。（スタジオ、吹奏 

楽、アトリエ、創作スタジオ、運動施設、市民ギャラリー、音楽、勉強がで 

きる） 

・静かに勉強するスペース（高校生）だと使うかも。 

・市民が気軽にお茶のみできるカフェがあるといくかな。 

・市民ギャラリースペースがあると、他の市民も見に行く。 

・市民だけでなく、外からも人がくる“何か”を生み出せる場。ギャラリーなの 

か、空間なのか、創作意欲がわいてくる場。 

・勉強スペースがあれば、学生が集まり、飲食も！！ 

・貸しスペース。 

・街中ピアノ的に、自由に使えるもの。 

・食べながら、歩き回れるように。 

・中高校生の部活などの合同練習場。 

・学習スペース。 

・映画館、ライブ会場。 

・幕の内的、多目的に使う。 

・時間をゆっくり取れるスペース。 

・カフェや飲食するための施設。 

・一部棟の利用を民間にまかせる。 

・貸しギャラリー、貸しスタジオ、貸し演奏練習場。 

・市民がＣＤを持ち寄り、ライブラリーでリスニングスペースとして利用。 

・第２のミライニ的集いの場。 

・山居館の再出店。 

・成人式の記念写真を撮る。 

・山居倉庫は酒田の誇りの象徴。酒田の歴史をすべてを入れ込んだ場にする。 

それを体験的に味わえる場、カフェスペースを入れる。 

・学生は、フリースペースとかがあるとリピーターになりやすいと思う。1日 

中いれて昼ご飯もまわりのお店ですますことができる。 

・三送会が出来る会場にする。 



・北前横丁方法のテナント。 

・何もなく、テーブルイスだけの部屋必須。 

・下屋はマーケットプレイス。 

・学生、子供連れ親子が日常的にくつろげる空間づくり。 

・１日中楽しめるスペース。（映画館、飲食店、勉強スペース、ネットを使え 

るスペース、カラオケ、スタバ、防音室） 

・シェアハウス。 

・シェアオフィス、サテライトオフィス、学生スタートアップ支援、ＤＸ推進 

拠点。 

・中高生が来れる場・・・フリースペース＋α 

・特筆すべきは下屋の活用・・・手作りマルシェ、朝市など。 

・公園、フリースペース、文芸貸出スペース。 

・山居倉庫―新井田川・・・と今より広げて、画全体が雰囲気出るように。 

 （銀山温泉、小樽） 

・企業参加の山居倉庫の作成を若い人が楽しめる場所で、みんなの意見を少し 

でも取り入れていただきたい。 

・展示の場、表現の場、活用の歴史を伝える場、若い人たちも高齢者も気軽に 

伝える場。 

・映画館、市民ギャラリー。 

・フリースペース、カフェで老若男女楽しめるように！ 

・地元の小中学校などから作品（絵、写真など）を募集し、展示する！ →  

家族で足を運ぶ！？ 

・市民が企画計画し市民参加のギャラリーがほしい。 

・様々な作品発表や異種芸術の交流、そしてにぎわいにつなげる。（歴史ある 

山居倉庫を大切にしつつ） 

・庄内米、山居倉庫の歴史と魅力を時代に合った視点で次世代へ伝えていく。 

・フリースペースの設置。 

・市民ギャラリーなどを設けて作品が持ち寄れる場を作る。 

・学校教育、社会教育。 

・他の施設と差別化。 

・内外関係なく交流、体験。商業をテーマ。 

・貸しホール、カルチャーセンター、ミニギャラリー、文化センターの移転。 

・学生が活用できる展示スペース。 

・勉強したりおしゃべりできる空間。 

・楽器の演奏。 

・車イスの方にも行けるような安全な橋なども必要。 

・棟ごとに年代別に学べるスペースとしての活用。 

・学校の勉強だけでなく音楽や絵画などのフリースペースとしての活用。 



 

  

・学生が勉強できるスペースをつくる。（朝食も取れると学生が自然と集まっ 

てくる） 

・音楽ができる。作品を展示するスペースがあるといい。 

・小さい子の遊ぶスペースが欲しい。 

・学生の合宿所として活用！ 

・若者向けの勉強スペース。 



○その他様々な視点から 

区分 内 容 

中
学
生
・
高
校
生 

・自分が将来成人式がきたら絶対並木道というか山居倉庫の道で写真を撮りた

い。あの道は残してほしい。 

・釣り具店、高校生など若者が無料で使えるようにする。 

・小中学校の総合学習。（酒田のことを直で知るために） 

・幼稚園や小学校の作品、行事の発表の場。 

・宿泊施設。 

・地域の人が興味をもつ。 

・コンサートができるところ。 

・新しいもの、古いものの融合。 

一 

般 

・市民が楽しんで、継続して稼いで、最終的に市外の人が興味をもって、来て

もらえる施設。 

・対岸から景観が撮れるように駐車スペースは、倉庫付近につくらない。（車

が邪魔で見えないので） 

・バリアフリー化は必須（できない部分もある！） 

・酒田ならではのものを！他の自治体の後追いやモノまねではなく酒田独自の

ものを作り出すことが、未来に山居倉庫を残すことに繋がると思う。 

・バスは？どう運用するのか？ 

・対岸のように橋の下を渡れるように。 

・「山居倉庫」として、米俵（レプリカ）を高く積んだ棟。 

・室内子ども遊具施設。 

・庄内米の歴史・文化を学べる棟。 

・大火館。 

・未来のための資金確保（建物、ケヤキ並木） 

・１２棟ある内の２棟くらいをアーティストインレジデンスでアート作品を創

作、展示に活用する。 

・船旅相手の観光づくり。 

・民間力を使えるような取り組み必要。 

・まず周辺の計画を一緒に公開して価値を上げる。そうすることによって民間

からお金とアイデアがおのずと集り参入する。 

・地域商社の拠点。 

・「日本で１番規制のゆるい国史跡へ」 → 目的：民間の資金・活力を呼び

込むため。 

・山大キャンパス、舟運記念館はぜひとも移設実現を！ 

・年代わりで、酒田フレンチ各店を入れて！ 

・企業への貸出スペース。 



 

・若者の記憶に残る場所にならなければいけない。 

・せっかくの歴史空間なので、それを活かした空間づくり。時間表現を工夫す

るなど。 

・岸洋子のスペースを必ず作ってほしい。記念館を作ってほしい。 

・若い人たちの感性を生かしたい。 

・地元企業、県内企業との連携。 

・対岸から倉庫の迫力が伝わるような整備。 

・ケヤキ並木の石畳の撤去。（半分だけ） 

・バリアフリーも充実させる。障がいの有無に関係なく楽しめる世に！！ 

・若い人々が利用できる新しい魅力が生まれてほしい。 

・行政そして民間、市民の協力が必要。 

・新しくなった山居倉庫いいの～そんな声がたくさん聴けるようになってほし

い。 

・１２棟１棟１棟にテーマを持たせた企画の館とする。 

・ケヤキ並木をどう整備していくか。（四季や時間帯で景色が変わるので魅力

を伝えるためにも整備はしたい） 

・持続可能性。（お金、教育） 

・プレミアム米、酒の倉庫。 

・価値がよくわからないものでは、次の世代の人が残していってくれれない。 

・子どもたちへ、酒田の歴史を体験的に学んでもらう必要がある。 

・芸術の町、港町酒田に活力を！と思う。観光客に頼るのではなく地元の人が

足を運べる場になればと思います。（教育の場で幼い頃から学ぼう） 

・外観をもっと見せるようにする。 

・外側から見た美しさをもっとアピールする。 

・市民が好きな場所にする。 

・子どもたちの学びの場となってほしい。（遠足とか、見学とかも来てほし

い。） 

・「サテライト」を提案。 

・山形の各市町村の物販の展示、アート展示、民芸品とか、コンサートも。 

・若者に自由な発想で活用方法を決めてもらう。大人は口を出さない。（１棟

２棟くらいいいじゃん 



第２回山居倉庫保存活用計画市民ワークショップ 

「○年後の未来に山居倉庫を残していくために私（私たち）ができること」の主な意見 

開催日：Ｒ４年１２月１０日 

                                   順不同 

区分 内 容 

中
学
生
・
高
校
生 

・興味をもつ、学校の友達に共有して、若い年代も行けるようにする 

・ミライニみたいに情報を広げていくこと 

・山居倉庫について紹介できるように山居倉庫を知ること、考えること 

・高校で出会った新しい友達(酒田以外)、後輩、身近な人脈から山居倉庫を PR 

していく、色んな人に知って来てもらう 

・電気設備を直す 

・山居倉庫の魅力を酒田の人だけでなく、他県の人にも発信する 

・火事や地震の備えをしておく 

・山居倉庫の魅力を後世に伝え市民の関心や思いを高めていく 

・一人一人が山居倉庫について意見を出し合う 

一 

般 

・いつも山居倉庫を見つめ、関心を抱き続けること、皆で寄り集い夢を語るこ 

 と。 

・外壁の下の方の塗装ボランティア 

・寄付、CF 

・ホームページ「山居倉庫」、平面図とか 

・ “ギャラリー”絵、写真、書…のギャラリーで多くの方の作品の展示がある 

と、友人・知人が山居倉庫に集まるように 

・ケヤキ並木と建物の保存をするためボランティア活動(落葉集め) 

・ケヤキの育生のための保全活動 

・市民の皆さんの意識づくり 

・出来た歴史を理解し、未来の子供達に伝承して行く 

・市民一人ひとりが山居倉庫を誇りに思えるよう学校教育に取り入れる(酒田の 

再発見として) 

・他のどこにもない酒田独自の歴史遺産であることを知らせる 

・市内の学校に校外学習として山居倉庫を位置づける 

・知人が来たら、山居倉庫を見せる、案内する 

・山居倉庫＆周辺を楽しく使う機会を作る、イベント 

・ここをベースに酒田の歴史・魅力・遊び方を語る 

・いい「おせっかい」 

・利用し続けること 

・県の緑環境税の様に、山居倉庫活用税は可能⁉ 

・古いモノにも価値があるということを知ること(価値観の転換) 

・SNS 



 

・ワクワク変化する未来を想像する 

・若い人達が多く集まれるように、楽しい所を作っていきたい 

・地元に多く若い人が残るようにしていきたい 

・山居倉庫が生まれ変わる過程をじっくり見守りながら周囲にそのことを発信 

したい！ 

・現代書をやっています、他の表現者と一緒に発表の場として成熟させるため 

に、若い人たちと協力していきたい 

・まずは市民が歴史を学び、行政・民間が一体となり“より愛される山居倉庫”を 

目指す 

・生活の一部となった山居倉庫の魅力を観光客、次の世代へ伝えていく‼ 

・訪れている観光のお客様を大切に“おもてなし”をすること 

・山居倉庫の建物・歴史を保ち新しい形で次世代につなげる 

・日本で活躍している写真家の写真展、酒田に来ると“〇〇氏の写真が見れる、 

楽しみだ”と全国から集ってほしい 

・状態的保存ではなく動態的保存 

・ライフステージの各段階で日常利用 

・お金を生み出す 

・空気の入れ替え 

・岸洋子記念館 

・酒田市民が好きな場所にする 

・文化庁の規制を撤廃 



酒田市教育委員会 

その他（各課等からの報告）【報告事項】 

 

件 名 令和５年酒田市二十歳を祝う成人の集いについて 

担 当 課 社会教育文化課（電話２４－２９９２） 

【報告の概要】 

１ 事業目的 

新成人に祝福と激励を送るとともに、大人としての自覚を促す機会として開催します。 

 

２ 事業内容 

 ・期  日  令和５年１月８日（日） ※成人の日の前日 

       ※県外就職者及び進学者にも幅広く出席していただくため、「成人の日」

の前日に開催します。 

＜第 1 グループ＞ 

対象／第一中・第二中・第六中・鳥海八幡中 卒業生  

（受付 午後 0 時～午後 0 時 40 分） 

（式典 午後 0 時 50 分から 30 分程度） 

＜第 2 グループ＞ 

対象／第三中・第四中・東部中・その他中学校 卒業生 

（受付 午後 3 時 30 分～午後 4 時 10 分） 

（式典 午後 4 時 20 分から 30 分程度） 

 

 ・場  所  酒田市民会館「希望ホール」 

 

 ・対  象 （１）平成 14（2002）年４月２日～平成 15（2003）年４月１日生まれの 

          酒田市在住者＜742人 内訳 男 395女 347＞ 

       （２）平成 14 年４月２日～平成 15 年４月１日生まれで現在は市外在住だ

が中学校卒業時に現酒田市に居住していた方 

                ＜396人 内訳 男 221女 175＞ 

       （３）国籍は問いません 

 

 ・内  容 （１）式典 

       （２）集合写真撮影（式典終了後、出身中学校ごと撮影。） 

          写真は記念品として贈呈 

 

・記 念 品 ①中学校ごとの成人の集い記念集合写真 

       ②恩師からのメッセージ（冊子） 

 

 ・実行委員  12人（男６人 女６人） 

 

 ・来  賓  規模縮小のため、祝辞を賜る市議会議長のみ 

 



酒田市教育委員会 

その他（各課等からの報告）【報告事項】 

 

件 名 小林青少年善行奨励賞表彰について 

担 当 課 企画管理課（電話２６－５７７２） 

【報告の概要】 

１ 事業の内容 

   酒田市小林青少年善行奨励賞表彰要綱に基づき、地域や他の人のために行われる自

発的な青少年の善い行いを顕彰し奨励賞を授与するものです。 

 （１）推薦依頼について 

     推薦の依頼を市内の小中学校、高等学校、東北公益文科大学、産業技術短期大学庄

内校、酒田特別支援学校、酒田看護専門学校、酒田調理師専門学校に対し、令和 4年

11月に実施しました。 

 （２）令和 3年度からの変更点 

   ① 善行の種別 

    昨年度まで設けていた善行の 9 つの種別（社会福祉、年少者の育成及び指導、地

域活性化、生活環境の美化及び改善、自然環境の保護及び改善、歴史・文化の保

存及び継承、消防・警察への協力、防犯・防災、文化・交流、その他）を廃止。あ

らゆる善行活動を表彰の対象とした。 

   ② 表彰の対象 

    個人のみとした。（団体の廃止） 

学校活動以外の取組みを対象とした。 

 

２ 受賞者の決定 

各学校長等から推薦された青少年の善行について、自主的で積極的な意思や継続性、周

囲への良好な影響等を審査し受賞者を決定します。 

今年度は、12月 22日（木）に審査会を開催し次のとおり受賞者を決定しました。 

 

３ 今年度受賞者 

  ◇個人（２５名） 

個人名 善行内容 

亀ヶ崎小学校 

斉藤 杏 

第三中学校 

斉藤 陽 

阿部 祐成 

令和４年３月１日の下校中、女性が倒れるのを見かけた。声をかけた

が、自力で立とうとしても立てない様子だった。除雪をしている近所

の人に人が倒れていることを伝えた。近所の人が救急車を呼んでくれ

た。 

一條小学校 

齋藤 心々菜 

遠藤 彩芭 

鳥海八幡中学校 

 吉高 環 

一條八幡宮の巫女舞に取り組み、例祭や夏祭り等の際に演じている。 

 



酒田市教育委員会 

第四中学校 

 菅原 好 

 阿部 心緒 

 佐藤 捺萌 

 阿部 汐璃 

 五十嵐 愛里 

 川村 優奈 

令和４年７月８日の下校途中に学校近くの畑で体調を崩し倒れてい

た高齢者を発見した。 

高齢者を介助し、職員室の教員を呼びに行った。その後家族が迎えに

来て、高齢者は無事帰宅することができた。 

第四中学校 

 阿部 伊織 

 今井 伶音 

 佐藤 晴飛 

 髙橋 希龍 

 冨樫 悠斗 

 土門 律夢 

酒田祭りの日の日和山公園に空き缶や紙くず、たばこの吸い殻などた

くさんのゴミが捨てられているのが気になり、日和山公園から中央公

園までゴミ拾いをした。 

第六中学校 

 小川 紗枝 

 鎌田 日和 

 丸藤 優香 

酒田光陵高等学校 

 伊藤 柚香 

 阿曽 芽衣 

 池田 葵 

高校生３人が下校中に倒れている男性を発見し、声をかけた。熱中症

を疑い、制服を枕のようにして頭の位置を高くするなどした。 

通りかかった中学生３人も協力し、通行人に救急車を呼ぶよう依頼し

たり、水を買いに行ったり、教科書等で男性をあおいだりした。 

酒田南高等学校 

 齊藤 悠太 

高校３年間、中高生ボランティアサークル「かざみどり」に参加。サ

ークルの企画・運営に携わりながらボランティア活動にも積極的に参

加した。サークル活動と並行して、自主的に学童保育所等でもボラン

ティア活動を行った。 

 

４ 表彰式について 

各校で実施していただきます。 

記念品は、後日お届けします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



酒田市教育委員会 

その他（各課等からの報告）【報告事項】 

 

件 名 令和４年度キャリア教育優良教育委員会文部科学大臣表彰について 

担 当 課 学校教育課（電話２６-５７７６） 

【報告の概要】 

 優れたキャリア教育実践例を顕彰する文部科学大臣表彰の優良教育委員会部門で、酒田市教

育委員会が選定されました。 

（令和５年１月 19日（木）に、文部科学省において表彰式を開催予定） 

 

１ 推薦経緯 

 ○ 県教育委員会（庄内教育事務所）により推薦されたもの 

 

２ 推薦理由 

   酒田市教育委員会は、従前より中学生職場体験推進事業に取り組んできたが、児童生徒

一人一人が自分の将来を切り開き自立して生きていく力を育成するため、小学校又は中学

校が行うキャリア教育に関する活動を支援することを目的とし、平成 30年度から独自の

キャリア教育推進事業を実施したことによる。 

 

３ 酒田市キャリア教育推進事業について 

（１）事業内容 

  ① 対象は、市内の小学校及び中学校 

  ② 様々な職業に就いている方を講師に迎え、仕事の内容や働くことへの思い、故郷で働

く理由、働く喜びと苦労、職業選択について大切なこと等の講話に加え、職場見学や体

験学習の支援を実施している。 

（２）成  果 

  ① 地域に多彩な職業があることを知り、働くことに興味関心を持つようになった児童生

徒が多かったこと。 

  ② 将来への夢を育み、学ぶことや計画することの大切さに気付いた児童生徒が多かった

こと。 

  ③ 酒田の自然や文化に触れる貴重な機会になったこと。 

 

４ 今後の対応 

   地域との関わり等により、実感を伴った児童生徒の勤労観、職業観を引き続き育成する

とともに、夢に向かって努力し、自己の将来像へ導く方策として本事業を活用していく。 

 

 


