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第６回 酒田市教育委員会 会議録 

１ 日  時  平成２９年５月２４日（水） 午後１時３０分 開会 

午後３時３０分 閉会 

 

２ 場  所  酒田市役所中町庁舎６階 ６１号会議室 

 

３ 出 席 者 

出席   欠席 教 育 長 村 上  幸 太 郎 

出席   欠席 委 員 浅 井  良 

出席   欠席 委 員 岩 間  奏 子 

出席   欠席 委 員 渡 部   敦 

出席   欠席 委 員 神 田  直 弥 

 

４ 説 明 者 

出席   欠席 教 育 部 長 菅 原  司 芝 

出席   欠席 企 画 管 理 課 長  長 村  正 弘 

出席   欠席 学 校 教 育 課 長 齋  藤   司 

出席   欠席 指 導 主 幹 後  藤   司 

出席   欠席 社会教育文化課長 阿 部  武 志 

出席   欠席 社会教育文化付主幹 熱 海  熱 

出席   欠席 スポーツ振興課長 富 樫  喜 晴 

出席   欠席 図 書 館 長 岸 谷  英 雄 

出席   欠席 図 書 主 幹 阿  部   武 

 

５ 議事日程 

 日程第１ 会期決定 

 日程第２ 会議録署名委員の指名 

 日程第３ 前回会議録の承認 

 日程第４ 議事 

日程第５ 教育長の報告 

日程第６ その他 
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（村上教育長）ただいまより、平成２９年第６回酒田市教育委員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 

 

（村上教育長）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

いと思いますが、ご異議ございませんでしょうか。 

 

（各委員「異議なし」） 

 

（村上教育長）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 

 

（村上教育長）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

委員に浅井委員と神田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」） 

 

（村上教育長）ご異議なしと認めます。よって、会議録署名委員は浅井委員と神田委員

に決定いたしました。 

 

◎ 前回会議録の報告 

 

（村上教育長）次に日程第３ 前回会議録の報告を議題といたします。前回会議録は、

お手元の会議録の写しでご了承くださるようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 開議 
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◎ 議事 報第２号 専決事項の報告について（酒田市教育研究所長及び所長代理の 

委嘱） 

報第３号 専決事項の報告について（酒田市理科教育センター運営委員会委

員の委嘱） 

報第４号 専決事項の報告について（酒田市理科教育センター主事の委嘱） 

報第５号 専決事項の報告について（酒田市就学支援委員会委員の委嘱又は

任命） 

報第６号 専決事項の報告について（酒田市教育相談室運営委員会委員の委

嘱） 

議第 19号 平成２９年度酒田市一般会計補正予算（第１号）について 

議第 20号 酒田市青少年指導センター設置条例の一部改正について 

議第 21号 物品の取得について（校務用パソコン） 

議第 22号 酒田市小・中学校学区改編審議会委員の委嘱について 

議第 23号 酒田市青少年指導センター運営協議会委員の委嘱について 

議第 24号 酒田市社会教育委員の委嘱について   

議第 25号 酒田市公民館運営審議会委員の委嘱について 

議第 26号 酒田市松山文化伝承館運営委員会委員の委嘱について 

 

 

 

（村上教育長）次に日程第４ 議事に入ります。報第２号 専決事項の報告についてか

ら、報第６号 専決事項の報告について を議題といたします。これについて一括し

てご提案をお願いします。 

 

（企画管理課長）それでは 報第２号 専決事項の報告について(酒田市教育研究所長

及び所長代理の委嘱)から 報第６号 専決事項の報告について(酒田市教育相談室

運営委員会委員の委嘱)までの５件について、酒田市教育委員会教育長事務委任規則

第５条第１項の規定により、教育長が専決処分を行いましたので、同条第２項の規定

により、報告し、承認を求めるものです。 

初めに報第２号の酒田市教育研究所長及び所長代理の委嘱についてご説明します。 

酒田市教育研究所長及び所長代理については、別紙の２名を新たに委嘱しています。 

酒田市教育研究所長に 齋藤要一氏 第六中学校長、酒田市教育研究所長代理に 吉

田真一氏 鳥海小学校長、となります。所長、所長代理それぞれ、小学校長会、中学

校長会から推薦をいただいたものです。委嘱期間は、平成２９年４月１日から平成３

０年３月３１日までとなります。 
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次に報第３号の酒田市理科教育センター運営委員会委員の委嘱についてご説明し

ます。酒田市理科教育センター運営委員会委員については、別紙の６名を委嘱してい

ます。莊司修氏 泉小学校長 再任、西塚裕恭氏 第二中学校長 再任、奥山一雄氏 

新堀小学校教頭 新任、佐藤元氏 第四中学校教頭 新任、伊藤好男氏 松山小学校

教諭 再任、齋藤正遂氏 第六中学校教諭 再任、です。校長、教頭については、校

長会、教頭会からの推薦をいただき、その他の委員は、教育委員会から依頼したもの

です。委嘱期間は、平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日までとなります。 

次に報第４号の酒田市理科教育センター主事の委嘱についてご説明します。酒田市 

理科教育センター主事については、別紙の５名を委嘱しています。堀正樹氏 宮野浦

小学校教諭 新任、佐藤千佳夫氏 八幡小学校教諭 新任、伊藤好男氏 松山小学校

教諭 再任、小松健一氏 第一中学校教諭 再任、齋藤正遂氏 第六中学校教諭 再

任、であります。いずれも教育委員会から依頼したものです。委嘱期間は、平成２９

年４月１日から平成３０年３月３１日までとなります。 

次に報第５号の酒田市就学支援委員会委員の委嘱又は任命についてご説明します。

酒田市就学支援委員会委員については、別紙の１５名を委嘱又は任命しています。委

員全員の読み上げについては省略をさせていただきますが、一番下に記載の学校教育 

課長  齋藤司氏については、教育委員会の職員であるため、任命の取り扱いとなりま 

す。そのほかの委員については、小学校長会、中学校長会及び関係機関から推薦をい

ただいたほか、特別支援教育巡回相談員、前鶴岡養護学校長につきましては、教育委 

員会から依頼をしたものです。委嘱期間は、平成２９年４月１日から平成３０年３月

３１日までとなります。 

次に報第６号の酒田市教育相談室運営委員会委員の委嘱についてご説明します。酒 

田市教育相談室運営委員会委員については、別紙の１２名を委嘱しています。委員全

員の読み上げは省略をさせていただきますが、佐藤亨氏、松本克則氏の２名の学校長

については、校長会からの推薦をいただき、その他は教育委員会から依頼したもので

す。委嘱期間は、平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日までとなります。 

以上、５件について、教育長の専決処分を行いましたので、ご報告をいたします。 

 

（村上教育長）暫時、休憩いたします。 

 

（村上教育長）再開いたします。それでは、報第２号から順次、質疑、議決をいたしま

す。報第２号 専決事項の報告について に対し、ご質問、ご意見はございませんか。 

 

（村上教育長）ないようですのでお諮りいたします。報第２号 専決事項の報告につい

て を提案のとおり承認するにご異議ございませんか。 
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（各委員「異議なし」） 

 

（村上教育長）ご異議なしと認めます。よって、報第２号は提案のとおり承認されまし

た。 

次に、報第３号 専決事項の報告について に対し、ご質問、ご意見はございませ

んか。 

 

（村上教育長）ないようですのでお諮りいたします。報第３号 専決事項の報告につい

て を提案のとおり承認するにご異議ございませんか。 

 

（各委員「異議なし」） 

 

（村上教育長）ご異議なしと認めます。よって報第３号は提案のとおり承認されました。 

次に、報第４号 専決事項の報告について に対し、ご質問、ご意見はございませ

んか。 

 

（村上教育長）ないようですのでお諮りいたします。報第４号 専決事項の報告につい

て を提案のとおり承認するにご異議ございませんか。 

 

（各委員「異議なし」） 

 

（村上教育長）ご異議なしと認めます。よって報第４号は提案のとおり承認されました。 

次に、報第５号 専決事項の報告について に対し、ご質問、ご意見はございませ

んか。 

 

（村上教育長）ないようですのでお諮りいたします。報第５号 専決事項の報告につい

て を提案のとおり承認するにご異議ございませんか。 

 

（各委員「異議なし」） 

 

（村上教育長）ご異議なしと認めます。よって報第５号は提案のとおり承認されました。 

次に、報第６号 専決事項の報告について に対し、ご質問、ご意見はございませ

んか。 

 

（村上教育長）ないようですのでお諮りいたします。報第６号 専決事項の報告につい

て を提案のとおり承認するにご異議ございませんか。 



5 

 

 

（各委員「異議なし」） 

 

（村上教育長）ご異議なしと認めます。よって報第６号は提案のとおり承認されました。 

 

（村上教育長）次に、議第１９号 平成２９年度酒田市一般会計補正予算（第１号）に 

ついて を議題といたします。これについてご提案願います。 

 

(教育部長)議第１９号 平成２９年度酒田市一般会計補正予算（第１号）について、 

酒田市長より意見を求められているので、同意するものです。次のページをご覧くだ

さい。教育委員会に関連する補正予算の概要ですが、補正予算の規模が１，２６２万

円、補正後の予算規模が４８億９，６８３万６千円、歳出の補正として、３項目あり、

いずれも社会教育文化課の事業です。１つ目は、文化振興総務管理事業で希望音楽祭

2016 及び希望ホール自主事業にかかる剰余金の希望ホール振興基金への積立金増額

４２０万１千円です。２つ目は文化施設長寿命化対策事業で、希望ホールの空調設備

（冷温水発生機）の故障による修繕料の増額分５５２万８千円です。３つ目は未来へ

受け継ぐ伝統文化はぐくみ事業で、地域文化遺産活性化補助金を活用した「北前船寄

港地湊町酒田を再発見事業」に係る実行委員会負担金の増額分で２８９万１千円です。 

 これは新たに補助採択されたことから、今回計上するものです。歳入としては、社会

教育文化課所管の文化遺産を活かした地域活性化事業返戻金３６０万６千円を計上

しているものです。次ページが予算書となりますのでご確認ください。私からは以上

です。 

 

（村上教育長）ただいまの提案に対し、ご質問、ご意見はございませんか。 

 

（村上教育長）ないようですのでお諮りいたします。 議第１９号 平成２９年度酒田

市一般会計補正予算（第１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」） 

 

（村上教育長）ご異議なしと認めます。よって議第１９号は提案のとおり決しました。 

次に議第２０号 酒田市青少年指導センター設置条例の一部改正について を議

題といたします。これについてご提案願います。 

 

（学校教育課長）酒田市青少年指導センター設置条例の一部改正について、酒田市青少
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年指導センター設置条例の一部を改正する条例について、酒田市長より意見を求めら

れているので、同意するものです。酒田市青少年指導センター設置条例（平成１７年

条例第１９０号）の一部を次のように改正するものです。第２条第２号中「酒田市中

町一丁目４番１０号」を「酒田市中央西町２番５９号」に改めます。この住所地は総

合文化センターになります。教育委員会が本庁舎に移動することになりますが、それ

に伴いまして、青少年指導センターも移動することになります。総合文化センターに

移動することにつきましては、青少年指導センターの業務の１つに街頭指導が大きな

業務になっていますが、夜間においても街頭指導が行われ、指導員２３０名程が当番

制を組みまして打合せに入ったり、会議をしたりすることになります。こういった業

務の都合上、本庁舎での業務遂行が非常に難しい状況にあるため、総合文化センター

に移動するものです。次のページは対照表になります。以上です。 

 

（村上教育長）ただいまの提案に対し、ご質問、ご意見等ございませんか。 

 

（村上教育長）ないようですのでお諮りいたします。 議第２０号 酒田市青少年指導

センター設置条例の一部改正について を提案のとおり決するにご異議ございませ

んか。 

 

（村上教育長）ご異議なしと認めます。よって議第２０号は提案のとおり決しました。 

 次に議第２１号 物品の取得について を議題といたします。これについてご提案願

います。 

 

（学校教育課長）物品の取得については、校務用パソコンになります。校務用パソコン

を取得するにあたり、酒田市長より意見を求められているので同意するものです。取

得の目的については、学校教職員用校務用パソコンの更新のため、２年計画で６００

台更新するものです。今年度については、３００台を更新することになります。取得

方法は条件付き一般競争入札により取得することになります。取得の金額は３，８３

１万６，４３４円になります。取得の相手方は、酒田市亀ケ崎五丁目１４番６号            

株式会社メコム酒田支店 支店長 高橋房利氏になります。次のページをご覧くださ

い。仮契約書ですのでご覧ください。次のページをお開きください。記載のとおり、

本件は、酒田市議会の議決があった後に、正規の契約を締結するものです。以上です。 

 

（村上教育長）ただいまの提案に対し、ご質問、ご意見等ございませんか。 

 

（岩間委員）２年計画の更新ということでかなり高額ですが、更新はどのくらいの期間

でするのか、また、使われる使途について、学校の先生が使うものなのか、学校の運
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営に使うものなのか確認したいです。 

 

（学校教育課長）パソコンの使用者については、学校の教員になります。小中学校合わ

せて６００人の教員が使用するパソコンになります。平成２２年に更新したもので、

故障等がでてきて、修理を繰り返しながら使っているパソコンもあります。児童生徒

が使用しているパソコンはリース契約をしていますが、目処を５年程にしています。 

 それを超えていてだいぶ痛んでいる部分が大きいので、今回更新するところです。 

 

（岩間委員）通信簿など個人情報を取り扱うと思いますので、パソコンを学校に置いて

おき、学校外に持ち出さないという使用なのかお聞きしたい。 

 

（学校教育課長）個人データについては、個人情報を守るということから、扱ったもの

について、基本的にハードディスクに残さずにその都度ＵＳＢメモリー等に取り入れ

て学校内に保管し、持ち出すことはしないということを原則としています。また、状

況に応じて持ち出す必要が発生した場合については、学校長等の許可を得て使用する

という仕組みになるように指導をしています。そして、このことについては、守られ

ていると認識しています。パソコンについても学校設置用になりますので、外部に持

ち出すことはないという形で進められています。 

 

（村上教育長）他にありませんでしょうか。ないようですのでお諮りいたします。 議

第２１号 物品の取得について を提案のとおり決するにご異議ございませんか。 

 

（村上教育長）ご異議なしと認めます。よって議第２１号は提案のとおり決しました。 

次に議第２２号 酒田市小・中学校学区改編審議会委員の委嘱についてから議第２６

号 酒田市松山文化伝承館運営委員会委員の委嘱について を議題といたします。こ

れについて一括して提案願います。 

 

（企画管理課長）議第２２号 酒田市小・中学校学区改編審議会委員の委嘱から、議第

２６号 酒田市松山文化伝承館運営委員会委員の委嘱について までの議案５件に

ついて、ご提案、ご説明申し上げます。 

初めに議第２２号 酒田市小・中学校学区改編審議会委員の委嘱については、議案

の７名を委嘱しようとするものです。阿部建治氏は、推薦団体の役員改選に伴い、佐

藤丈夫氏は、任期満了に伴い、酒田市自治会連合会、酒田市地区自治会連合会、それ

ぞれから推薦をいただいています。佐藤耕氏、吉村正氏、青葉譲氏、冨樫政紀氏、佐

野亜古氏の５名は、酒田飽海ＰＴＡ連合会の役員改選に伴い、新たに推薦をいただい

たものです。委嘱期間は、平成２９年５月３０日から平成３０年５月２９日までとな
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ります。  

次に議第２３号 酒田市青少年指導センター運営協議会委員の委嘱については、委

員の任期満了に伴い、別紙１４名を委嘱しようとするものです。委員全員の読み上げ

は省略をさせていただきますが、１４名のうち再任が６名となります。新任について

は、土井恒彦氏、佐藤司氏、佐野亜古氏、丸藤博敬氏、西塚裕恭氏、水戸伸氏、大坂

紀彦氏、菅原正成氏の８名となります。再任、新任とも備考欄の関係機関からの推薦

をいただいたものです。委嘱期間は平成２９年６月１日から平成３１年５月３１日ま

での２年間となります。 

次に議第２４号 酒田市社会教育委員の委嘱については、委員の任期満了に伴い、

別紙１８名を委嘱しようとするものです。委員全員の読み上げは省略をさせていただ

きますが、再任が１２名となっています。新任については、佐藤司氏、齋藤廣一氏、

冨士直志氏、後藤精氏、小野與一氏、佐藤美和氏の６名となります。備考欄の識見を

有する者については、教育委員会から依頼し、その他の方は備考欄の関係機関から推

薦をいただいたものです。委嘱期間は平成２９年６月１日から平成３１年５月３１日

までの２年間となります。 

次に議第２５号 酒田市公民館運営審議会委員の委嘱については、任期満了に伴い、 

別紙の１１名を委嘱しようとするものです。こちらについても、委員全員の読み上げ

については、省略させていただきますが１１名のうち８名が再任となります。新任に

ついては、冨樫政紀氏、日下部諭紀氏、佐藤純子氏の３名となります。備考欄の識見

を有する者については、教育委員会から依頼し、その他の方は記載の関係機関から推

薦をいただいたものです。委嘱期間は平成２９年６月１日から平成３１年５月３１日

までの２年間となります。 

次に議第２６号 酒田市松山文化伝承館運営委員会委員の委嘱については、推薦団

体の改選に伴い、推薦いただいた下記の１名を委嘱しようとするものです。齋藤正志

氏 酒田市小学校長会 新任、です。委嘱期間は、平成２９年６月１日から平成３０

年５月３１日までとなります。 

   以上、議案５件について、よろしくご審議くださるようお願いいたします。 

 

（村上教育長） 暫時、休憩いたします。 

 

（村上教育長）再開いたします。それでは、議第２２号 酒田市小・中学校学区改編審

議会委員の委嘱について に対し、ご質問、ご意見等ございませんか。 

 

（村上教育長）ないようですのでお諮りいたします。議第２２号 酒田市小・中学校学

区改編審議会委員の委嘱について を提案のとおり決するにご異議ございませんか。 
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（各委員「異議なし」） 

 

（村上教育長）ご異議なしと認めます。よって議第２２号は提案のとおり決しました。 

次に議第２３号 酒田市青少年指導センター運営協議会委員の委嘱について に

対し、ご質問、ご意見等ございませんか。 

 

（村上教育長）ないようですのでお諮りいたします。議第２３号 酒田市青少年指導セ

ンター運営協議会委員の委嘱について 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」） 

 

（村上教育長）ご異議なしと認めます。よって議第２３号は提案のとおり決しました。 

次に議第２４号 酒田市社会教育委員の委嘱について に対し、ご質問、ご意見等

ございませんか。 

 

（村上教育長）ないようですのでお諮りいたします。議第２４号 酒田市社会教育委員

の委嘱について 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」） 

 

（村上教育長）ご異議なしと認めます。よって議第２４号は提案のとおり決しました。 

次に議第２５号 酒田市公民館運営審議会委員の委嘱について に対し、ご質問、

ご意見等ございませんか。 

 

（村上教育長）ないようですのでお諮りいたします。議第２５号 酒田市公民館運営審

議会委員の委嘱について 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」） 

 

（村上教育長）ご異議なしと認めます。よって議第２５号は提案のとおり決しました。 

次に議第２６号 酒田市松山文化伝承館運営委員会委員の委嘱について に対し、

ご質問、ご意見等ございませんか。 

 

（村上教育長）ないようですのでお諮りいたします。議第２６号 酒田市松山文化伝承

館運営委員会委員の委嘱について を提案のとおり決するにご異議ございませんか。 
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（各委員「異議なし」） 

 

（村上教育長）ご異議なしと認めます。よって議第２６号は提案のとおり決しました。 

 

（村上教育長）次に日程第５ 教育長の報告を行います。私からは、「全国都市教育長

協議会定期総会並びに研究大会について」です。お手元の教育長報告資料をご覧くだ

さい。まず初めにこの報告の仕方についてですけれども、今回この奈良大会について

報告させていただきます。報告したい内容はいくつかありますが、全部報告するとう

まく伝わらないのではと思っています。今日は、どのような日程で行われたかという

ことと、今回の内容で重要と思った文部科学省からの講話について、その中の一部に

絞って報告させていただきます。その他については、別の機会に、勉強会等で分けて

報告させていただきたいと思っています。初めに開催日程をご覧ください。５月１８

日、１９日に行われました。総会の分については特に報告はなくても大丈夫と思って

います。内容ですけれども、１０時３０分から文部科学省の講話がありまして、今後

文部科学省が進めようとする重要な施策について説明をしていただきました。１時３

０分からは教育研究部会が開かれまして、教育行政、学校教育、生涯学習の３分野に

別れて、実践を交えて報告、協議をしています。４時から講演が開かれまして現在は

奈良県の校長で藤原和博先生の講話を聞くことができました。５月１９日は分野別の

研究発表がありまして、これは先ほどの分科会とは違う内容ではあるのですが、事例

発表を行っています。私は当初、生涯学習に申し込みをしていたのですが、学校教育

へ変えさせてもらって学校教育の部会に出させていただきました。資料については、

３部会の分をいただいてきました。教育行政の分野でも興味深い内容もありましたの

で、機会があったときに紹介させていただきたいと思います。後は大会の運営に関わ

ることでしたので省略いたします。 

  それでは、文部科学省の行政説明について、その目次をご覧ください。これだけで

も国の動きがわかると思います。１．２．３が重要ということで、時間の半分を使い、

４から１１を半分の時間で説明していただきました。学習指導要領の改訂について、

次世代の学校指導体制について、学校の業務改善について、非常に力を入れていて、

改革の目玉になっていくということです。例えば、７の教科書についてとか、８のい

じめ・不登校対策についても非常に重要な内容ですので、別の機会でお話ししたいと

思っています。今日は、１の学習指導要領の改訂についてと、２の次世代の学校指導

体制について、お話しさせていただきます。学習指導要領というのは、義務教育でど

のようなことをしたらよいかということを示す最も基本となるものです。一定の期間

を過ぎますと内容を刷新してより時代に合うもの、子どもたちの現状に合うもの、今

後伸ばすことが必要だと思われる子どもの力を見据えて、中身を変更していくわけな
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のですが、学校にとっては非常に大きな影響を与えることになります。期間が重要に

なってくるのですけれども、小学校においては全面実施が平成３２年度から、中学校

が平成３３年度からになります。今回の学習指導要領の改訂のプロセスで特徴的なの

は、これまでの学習指導要領の改訂よりは準備期間・アナウンス期間が長いというこ

とです。例えば、ゆとり教育とかキーワードがあったりするとやや近めになってから

言葉が出てくるのですけれども、今回、アクティブラーニングとかはいつもの改定よ

りずっと早く出てきているわけです。それだけ議論をする期間を長くして現場でも一

緒に考えながらということがあったのだと思うのですけれども、周知に時間をかけた

という風に感じます。次のページをご覧ください。今回の改訂の基本的な考え方です

が、それほど角度を変えるものではありません。今までの積み上げですという考え方

です。よく出てくる言葉として「社会に開かれた教育課程」があります。何のことな

のか分かりづらいのですが、学校で子どもたちを育てる、具体的には国語や算数、社

会あるいは総合とかを教えているわけです。そのときに地域を良くするために、どん

なことができるか、実際に社会の一員としてできることを考えながら、そのための教

育財産、資料を社会・地域からもらい、今学校でこういう風にして進んでいるのだと

いうことを社会にお知らせをします。同時に、地域からもこういう人がいる、こうい

う素材があるということをいただき、学校の中で閉じない、地域の中に公開しながら

協力をもらい行っていくようになるとのことです。２つ目については現行の指導要領

の枠や内容を維持した上でさらに質を高めるという考え方に変わりはありません。３

つ目は道徳教育の充実ということで、道徳が教科になるということです。これは非常

に大きなインパクトを与える項目の１つだと思います。体験活動の重視や体育・健康

に関する指導の充実については、今までどおり積み上げていくということで考えてい

いのではと思います。そして、２番目として、出てくるキーワードとして、主体的・

対話的で深い学び、アクティブラーニングと言い換えてもいいですけれども、主体的

というのは自分から進んでということなのですが、これは今までどおりでしょう。一

番特徴的なのが対話的というところです。今まで自力解決とか自分の力で解決するみ

たいなところがあったのですが、自力解決で本当に大丈夫なのかという考え方があっ

て、１人で考えるというよりは、他の人と話し合いをして、他の人の意見を聞いたり、

他の人を参考にしたり、自分の考えを発表したり、自分以外の人とも十分に練りあい

ながら進むということです。そういったプロセスをしましょうということだと思いま

す。深い学びというのは、最初の時点よりは深い学びに到達するということです。抽

象的なのですが、実際どうするかというのは現場で試行錯誤している現状だと思いま

す。次に何ができるようになるかといいましても、よくわからないところですが、３

つの柱での構成で、今まで①知識・技能②思考力・判断力・表現力、このへんは今ま

でと中身はあまり変わっていないと思います。③学びに向かう力・人間性等と、言い

なおした、前は物事に対して、関心を高める、関心を深めながらといった、興味・関
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心と言っていた部分です。向かう力、人間性になると難しいですね。でもそれが、知

りたい、解決したいなど、人間性を含めて根っこになるという考え方です。わが国の

教育実践の蓄積に基づく事業改善として、あまりあわてないで、指導要領の改訂に浮

き足立つ必要はなく、これまでの教育の実践の蓄積を進めていく。大量退職時代を迎

えているので、山形県、酒田市も新採職員が増えてきます。若手教員にもしっかり引

き継がなければならないということを一言入れたのだと思います。当然、定数改善の

こともあります。それから、学校におけるカリキュラム・マネジメントについてです

が、カリキュラムは要するに国語・算数・理科とかの教科を何時間やらなければなら

ないなど全体のカリキュラムを組むのですが、１つずつの教科を行うよりは、例えば、

複数の教科を串刺しするような考え方で授業することはできないかというようなマ

ネジメントをして、教科オンリーというよりは、ある教科とある教科をセットでやる

ことでもっと教育効果が高まらないかというようなことです。例えば、総合で地域の

様子を調べ、それをまとめたときにどういうまとめかたをしたらいいかは国語の力で

あり表現力になります。国語は国語で別扱いにしないで、グラフを読み取る、数量化

する、それは算数の力でもあります。だから総合なのですけれども、意図的に最初か

らこことここは一緒に考えさせて扱おうという計画を持つこと、これがマネジメント

の１つです。あるいは地域の力を借りる、講師を呼んでくる、あるいは、この体系と

表を一緒にする、すべてマネジメントをして学校の教育をやっていったらいいのでは

ないかということになります。それから、個人的に注目しているのですが、アクティ

ブラーニングと言われている、主体的、対話的で深い学びの充実には、単元など数コ

マの授業のまとまりの中でバランスよくやっていったらどうですかと文部科学省が

提案している。これはとても大事なことで、アクティブラーニングは毎日できるわけ

ではなく、例えば、１２時間ある掛け算の授業を、しっかりと知識を学び、どうやっ

たらいいだろうかという部分については、３時間くらい集中してやるとか、伸ばした

いところを数コマ程度のまとまりの中でしっかりやっていったらどうかという話で

す。これは非常に大事な考え方で酒田市のアクティブラーニングの対応の仕方として

重視していきたいと思っています。逆に言うと、あまりこういう改革が大きすぎて現

場としては何をしたらいいかという感じはあると思います。まず落ち着いて計画を立

てて組み込んでいくことが大事であります。今回の学習指導要領の改訂で特徴的なの

は、何を学ぶかは今までどおりこれとこれをやってくださいということで、今回はど

のように学ぶかを学習指導要領で出したという方法論までいったというところに、い

ろんな識者の意見が集中しました。なぜならば、方法は学校に任せて、創意工夫の出

しかたこそ学校だと言う考え方が今まであったのに対し、アクティブラーニングとい

うのは方法論ですから、方法論に突き刺さったものを提示したということはインパク

トがあるわけです。 

次に、次世代の学校指導体制についてですが、何か参考になればということですけ
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れども、こういったことをやるためにはただ上から問いかけ、指導要領さえ変えれば

うまくいくのかというとそうでもなくて、学校の組織運営を少し変えましょう、簡素

化しましょうという動きもあります。例えば、事務職員については、前に全国事務研

修会のことを説明したとおりです。一方、資料の左側には教員養成の課程そのものに

も手を入れています。例えば、教員養成をするときというのは、しっかり生きて働く

力を養成するようなプロセスをしなければだめだということです。具体的には小学校

で英語を教えられる力量を大学から教えないとだめだということも入ってきます。資

料の右側には地域の力、あるいは学校運営協議会という全国で進められているのです

けれども、地域学校協同本部というやり方で地域で支えるといった仕組みをとってい

ます。 

最後に私が配らせていただいた学習要領に戻って、酒田市の小学校の校長先生が毎

日何を悩んでいるのかということについてお話したいと思います。まず外国語活動の

話で、現在、５年生と６年生が外国語活動を３５時間ずつしています。改訂案のとこ

ろをご覧ください。平成３２年度から活動が取れて７０時間の外国語になります。今

まで、話をしてみるとか歌を歌ってみるだった外国語活動とは違い、読む・書く・聞

く・話すの４つの観点がすべて入ってきます。今までは、単語を書くということはな

かったわけですが、中学１年生のような授業を小学校５、６年生でスタートします。

同時に３、４年生に外国語活動がおりてきます。要するに授業の時間割が変わってし

まったということです。小学校の校長先生が何を悩んでいるのかというと、３２年度

から本格実施なのですが、前倒しができるのです。前倒しというのは移行期間という

考え方です。前倒しは来年度からで改訂案のようなことを来年から行ってもよいとい

う制度です。そうすると、ある学校はやります、ある学校はやらないという風に考え

るわけです。３２年度になり、やっている学校は、３、４年生で外国語活動を経験し

てきて外国語に５、６年生で突入します。ある程度慣れていますよね。やっていない

学校はいきなり５、６年生で外国語というものに入るわけです。そういう制度だから

と割り切った考え方もでてきます。次にデコボコが出てくるのは中学校です。３、４

年生で３５時間外国語活動をスタートしている子どもたち、７０時間の外国語から経

験してきた子どもたちなどが、まとまって中学校に入ったときにどうなるのかという

ことなのです。 

以上が私からの報告です。何かご質問はありませんでしょうか。 

 

（浅井委員）現在の学習内容は削減しないで外国語活動、外国語を増やしていくわけで

すが、今学校現場では時間割が手ー杯で１コマ入れるのも難しい状況になっています。

そういう中で時間割をうまく進めるには、管理職のカリキュラムマネージメントが大

切だと言われているように思います。量的払大に対処するための工夫等について文科

省はどのように説明しているのでしょうか。 



14 

 

（村上教育長）結論から言いますと、変えないので説明はないです。それが、質もさる

ことながら量的に大変になってきてしまうということです。例えば、鶴岡市では先行

して英語の試みをしています。３、４年生の英語活動をモジュール、モジュールとい

うのは、１授業の４５分を１５分に分けると３コマできるわけですが、それを授業が

始まる朝の時間に位置づけたりして、もう１時間と言わなくてもいい方法を試行して

いるということを聞いています。ただ、それが本当に効果的か疑問視する声もあって、

最近になってから文部科学省がモジュールではだめと言っているのを後から聞こえ

てきたり、それでまた、混乱が生じたりしています。ここで、英語について言うと、

１つは今のように、授業数が絶対的に増えた場合の学校のカリキュラム、あるいは教

師の多忙感など、もう１つは指導者の問題で、小学校の先生がどうやって指導できる

のかということです。文部科学省ではリーダーを育てるために中央研修会を開催して

〇〇県から何名として研修を受けさせ、研修を受けた方が現場に帰って研修の内容を

広げていくということも行っているのですけれども、果たして追いつけるかどうか、

もっというと、やるのはいいが、英語を嫌いにしてしまわないかという危険がないと

は言えない。担任の先生が面白くなさそうな顔をして何時間やったって面白くないは

ずです。その辺のことを考えると、皆さんどうしようかと考えているところです。他

に何かございませんでしょうか。 

 

（神田委員）外国語活動と外国語のところですが、平成３２年度から改訂のほうに移る

ということになった場合は、５年生はこれまで外国語活動であるのが、外国語という

教科になり、そうなると全体的な知識がなく外国語を行うということになるわけで、

移行期間の中で活動を前倒しして行うかどうかが問題になってくるのですね。 

 

（村上教育長）そのとおりです。校長先生方も意見が分かれていて、完全にそろってい

るわけではないです。ただ、難しいのは保護者に対して、やるという説明とやらない

という説明を求められた場合それぞれ必要になるのです。 

 

（浅井委員）教育委員会で主導することはあるのですか。それとも各学校の主体性に任

せるのか。あとは、中学校の学区ごとに話し合いをしたりするのか、いかがでしょう

か。 

 

（学校教育課長）やはり移行期間を前倒し期間と捉えていくかどうかというところで、

校長会にこれまで一度説明し、ある意味前向きなお願いを含めて話をしてきた経緯が

あります。そして、校長会でも昨年度から少しずつ外国語活動に力を入れて取り組ん

でいる学校もありまして、そういったなか、平成３０年度について、どういう風にい

くかについて、校長会でもアンケート調査や話し合いをもっていただいています。で
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きれば、中学校区である程度の足並みを揃えた形で進むことができればという意見も

多く出されていますし、ただその中で緩やかに進めていくいう考え方もでていること

も事実です。校長会としましても、２９年度を準備期間として、今後も検討していく

ということです。 

 

（村上教育長）今の時点で、教育委員会から一斉にこうしてくださいとは言っていませ

ん。基本的に、教育課程であり校長采配なので、私としては、校長先生の考え方を十

分にお伺いして、自分たちで色々情報交換をしている状況です。ただ、私の言い方と

しては、中学校のなかでは揃えてもらえたら学校のためにはよいのではと思っていま

すとは言っています。今後どのようになってくるのかということについて、来年から

の教育課程を作るので、今年中に決めないといけない。ＡＬＴも増えた場合、前倒し

をするという学校に、ＡＬＴをより手厚く派遣できるかも考えなければならない。こ

れはリアルタイムで我々も把握しつつ、機会を捉えて教育委員会でも報告して参りま

す。 

  他にありませんでしょうか。いろいろな機会に私に声をかけていただければ、お答

えできるようにしておきますので、よろしくお願いしたいと思います。それでは、教

育長報告を終わらせていただきます。次に、日程第６ その他に入ります。 

 

◎ その他 

 

（村上教育長） 各課から報告事項がありますので報告してもらいます。それでは、企

画管理課よりお願いします。 

 

（企画管理課長）それでは企画管理課の報告事項、１から７までをまとめてご報告をさ

せていただきます。 

初めに、報告事項１ 平成２８年度 酒田市一般会計継続費繰越計算書 及び 酒

田市一般会計繰越明許費繰越計算書の教育委員会分についてご報告します。なお、継

続費については、計画的に複数年度にわたり支出を行うものとなります。繰越明許費

については、何らかの事情により、年度内で支出できない経費について、翌年度に限

り支出を行うことができるようにするものとなります。継続費、繰越明許費、いずれ

も繰り越す場合は、翌年度の５月３１日までに計算書を調製し、次の議会の会議にお

いて報告しなければならないことが、地方自治法施行令に規定されていますので、市

議会６月定例会で次のお話する内容を報告することになります。次のページをご覧く

ださい。継続費の繰越計算書になります。企画管理課分としまして、松山小学校改修

事業に継続費の設定をしています。この事業については、旧松山小学校の一部校舎等

解体と校舎棟、屋内運動場等の改築を行うもので、平成２８年度から平成３０年度ま
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での期間で計画して支出することになります。国の交付金の採択により平成２８年度

３月補正予算で計上しました２億１９５万円全額を平成２９年度に繰り越すもので

す。次のページをご覧ください。繰越明許費の繰越計算書になります。企画管理課分

として、小学校費に学校グラウンド改修、学校トイレ改修、田沢小学校改修の３事業、

中学校費に学校トイレ改修の１事業が対象となります。こちらも国の交付金の採択に

より平成２８年度３月補正予算で計上した予算全額を平成２９年度に繰り越すもの

です。グラウンド改修は富士見小学校と一條小学校、トイレ改修は広野小学校と第三

中学校を予定しています。スポーツ振興課分として、国体記念体育館のトイレをウォ

ッシュレット付洋式便器に改修する体育施設整備事業に繰越明許費を設定していま

す。平成２８年度１２月補正予算で計上した予算のうち、昨年度に支出した改修工事

の前払い金を除く、８８９万２千４百円を平成２９年度に繰り越すものです。 

次に報告事項２、平成２８年度情報公開及び個人情報保護制度の実施状況について

ご報告します。平成２８年度教育委員会への情報公開請求件数は９件でした。そのう

ち、施設等管理業務関係は７件で、内訳は体育施設関係６件、学校関係１件となって

います。その他、スクールバス運行関係が１件、松山歴史公園の指定管理者の関係が

１件となっています。９件のうち５件は、口座情報や印影などは非公開としているた

め、部分公開となっています。２番の、個人情報に関する情報公開請求はありません

でした。 

次に報告事項３、平成２９年度京野教育振興基金大学修学奨学金の支給決定につい

てご報告をいたします。この奨学金は、本市出身の優秀な学生の４年制の国公立大学

等への修学に係る経済的支援のための給付型奨学金です。平成２９年度には、９名の

申請があり、要件を満たす４名を４月２４日に決定し、本日５月２４日に支払いをし

ています。平成２９年度末の基金の現在高見込みについては、２２４万円ほどとなり

ます。総支給者数は、平成２９年度までの奨学金支給者を加え、２６名となります。 

次に報告事項の４、大学等修学資金利子補給金、私立高等学校生徒授業料軽減補助

金の申請受付開始について、ご報告をします。大学等修学資金利子補給金は、大学や

短大、専門学校などの就学資金の借り入れを行った方に利子負担分の助成を行うもの

です。私立高等学校生徒授業料軽減補助金は、私立高校に在学する保護者の授業料の

一部負担を助成するものです。こちらについては、年額３万６千円となります。ただ

し、生活保護受給世帯は年額６万円となります。両制度とも、６月１日から申請受付

をいたします。今年度のスケジュールは記載のとおりで手続きを行ってまいります。 

このことは、６月１日号の市の広報に掲載するほか、大学等修学資金利子補給金につ

いては市内各金融機関に、私立高等学校生徒授業料軽減補助金については、市内在住

の保護者のいる学生が在学する各私立高等学校にお知らせし、周知していきます。 

次に報告事項の５、学校給食事業についてご報告いたします。今年度の給食事業の

スケジュールは資料の通りお示ししているところです。昨年度に引き続き、食育の日
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の献立、つや姫給食、バレーボールチーム「アランマーレ」食育活動交流事業、米粉

パン給食の実施を行う予定です。なお、つや姫給食については、つや姫のブランドが

定着してきたことを理由に米消費拡大推進協議会の補助金がなくなったことから、昨

年の１２回から３回に回数が減っています。バレーボールチーム「アランマーレ」と

市内小学校で食育交流活動ついては、今年度は、若浜小学校と泉小学校の２校で行う

ことになっています。 

次に報告事項６ 酒田市立松山小学校校舎・屋内運動場・プール解体工事の請け負

う契約の締結についてご報告いたします。工事内容としては、旧松山小学校の南側校

舎棟及び屋内運動場の解体と屋外プール及び外部附属施設等の解体となります。本工

事の受注者決定方式については、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を

決定する総合評価落札方式です。平成２９年５月１６日に条件付き一般競争入札が行

われ、その後、価格以外の要素を総合的に評価し一番高いと判断された、大井建設株

式会社 取締役社長 大井誠一郎氏と消費税等を含めた８，８５６万円で、５月１９

日に契約を行っています。落札率は９７．４％となっています。工事期間は、平成２

９年５月１９日から平成２９年１１月１７日までとなります。期間中は、近隣住民の

方々にご迷惑をおかけすることになりますので、着工前に説明会を開催するほか、安

全面については十分な打合せを行い、細心の注意を払い進めてまいりたいと考えてい

ます。なお、既存校舎の改修工事と、校舎・屋内運動場の改築工事の請負契約につい

ては、予定価格が１億５，０００万円以上となるため、議決案件になりますので、市

議会９月定例会に諮ることになります。 

次に報告事項７ 酒田市教育人口統計について をご説明いたします。教育人口に

ついては、５月１日現在の学級編成の実績と、平成２９年３月３１日現在の住民基本

台帳の人口データをもとに、作成をしています。統計資料の１ページ、２ページをご

覧ください。１ぺージは小学校区別、２ページは中学校区別の、１４歳以下の人口と

なります。それぞれの学区、年齢ごとに、０歳児から中学校３年生まで一覧にしてい

ます。中学校３年生から０歳までの各年齢階層の合計の状況からも、本市の人口の減

少傾向は変わらず、減少が徐々に進んでいる状況がわかります。次の３ページ４ペー

ジをご覧ください。こちらについては平成２２年度から今年度までの学校ごとの５月

１日現在の学級編成の実績の推移となります。通常学級については、この間、小学校、

中学校とも、学級数、児童・生徒数は、連続して減少しています。昨年度から今年度

にかけては、小学校は学級数が１９クラス減少し１９４に、児童数が１４０人減少し

４，７４５人となっています。中学校については、昨年から学級数が４クラス減少し

９４に、生徒数は１０５人減少し２，７４０人となっています。 

次に５ぺージをご覧ください。小学校学区別の今後の児童数の推計です。児童数を

今年度と６年後の平成３５年度を現在の学区で比較しますと、減少割合が大きいとこ

ろは、広野小学校学区の４６％減、新堀小学校学区の４３％減、鳥海小学校学区の３
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３％減となっております。旧酒田地域の郊外の学校の減少率が大きい状況になってい

います。なお、児童数が増加するのは、西荒瀬小学校が１５．９％増となっており、

増加するのはこの１校のみとなります。なお、昨年度まで複式学級があった南遊佐小

学校、地見興屋小学校、内郷小学校については、学校統合により解消されています。

現在、複式学級があるのは、黒森小学校、田沢小学校の２校となります。平成３５年

度までに、新たに 複式学級が見込まれる学校は、一條小学校と新堀小学校の２校と

なります。次に６ページをご覧ください。中学校学区別の今後の生徒数の見込みです

が、平成３４年度までは、９学級を割る学校、つまり規模に課題のある学校というの

は発生しない見込みですが、平成３５年度からは東部中学校が、平成３６年度からは、

鳥海八幡中学校が８学級となる見込みです。私からの報告は以上でございます。 

 

（村上教育長）ただいま企画管理課長が、報告事項１から報告事項７まで一括して説明

していただきました。どの報告事項からでも構いませんので、ご質問、ご意見などご

ざいましたらお願いいたします。 

 

（渡部委員）報告事項３、平成２９年度京野教育振興基金大学修学奨学金の支給決定に

ついて、今回４名が該当しましたが、どのような基準があるのでしょうか。また、人

数の上限はあるのでしょうか。 

 

（企画管理課長）支給要件については、低所得の世帯ということが対象になっていまし

て、世帯の収入基準が生活保護法による保護基準で算出した需要額の１２０パーセン

トに満たない方が対象となります。人数については、当初予算に計上した予算の範囲

内で設定をさせていただいています。 

 

（村上教育長）他にございませんでしょうか。 

 

（浅井委員）報告事項３、平成２９年度京野教育振興基金大学修学奨学金の支給決定に

ついてのなかで、平成２９年度の年度末基金残高が２２０万円程です。再来年度あた

りで、残高がなくなった場合、違う財源で予算化の目処はあるのでしょうか。 

 

（企画管理課長）こちらの基金については、寄附者から基金を崩して使ってかまわない

と伺っています。制度の継続については、今後数年で委員ご指摘のとおりなくなるわ

けですので、今後どのような事業の継続ができるか、財源をどこから持ってくるかが

課題となってきますので検討してまいりたいと考えています。 

 

（教育長）それでは、次に報告事項８についてお願いします。 
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（学校教育課長）報告事項８について説明させていただきます。５月１０日に第１回の

子どもの命を守る安全教育推進会議を開催いたしました。初めに１の部分ですが、山

形大学の村山教授より講話をいただきました。地域と子どもたちと先生を守る学校防災

という演台での講話です。その中で学校が避難所に指定されることが多いことから、学校

と地域住民、市の担当課が事前に協議しておくことが大切であるという指導をいただき

ました。また、防災教育のノウハウを教えるだけでなく、実際の災害のメカニズムを理解

するという防災の基礎教育も重要であるというご指摘をいただきました。２つ目で、報告

「平成２８年度事業の成果と課題について」は次に説明する３点が課題として捉えてま

いりました。教職員の防災教育に対する意識と指導力の向上を図ること、そのための研修

会の充実を図ることが１つ目の課題として捉えています。２つ目に、学校の避難所開設・

運営を想定した事前準備を進めていくことが課題となっています。３つ目に、昨年度完成

し今年度各学校に配布しています酒田市学校防災マニュアル作成ハンドブックを基に、

各学校のマニュアル作成を今年度の課題としています。３番目の協議の内容としまして

は、平成２９年度事業実施計画についての説明を行いました。教職員の防災管理研修の充

実を図ること、２つ目に救命救急の講習会を２年目になりますが中学校区で進めていく

こと、３つ目に各学校の防災マニュアルを今年度作成するわけですが、作成にあたって、

その内容の充実を図るために学校防災マニュアル作成の研修会を９月に実施する予定で

す。（２）の教職員の安全教育に関する意識と指導力の向上についてということで、話

し合いを行いました。ここでは、学校にいる場合の避難訓練等は行っているわけですが、

登下校時の避難のあり方、意識、こういったものを育てる必要がある旨の意見を頂戴し

たところです。また、救命救急の部分については、教職員の力量を高めるために、２４

時間の救命講習がある旨の照会がありました。２４時間の講習を受けて指導者という立

場に立たれた先生方の指導力は、３時間の講習とはかなり意識レベルが違うというお話

しをいただいたところです。（３）避難所開設・運営に向けた課題と見通しについて、

この部分に大きく時間を割きまして議論したところですが、１つに避難所の運営は原則

として避難者自身が行うこと、学校の鍵をどのように管理するかなど、学校と地域と市

が事前に協議を進める必要があることを確認したところです。それから、避難所開設・

運営の事前準備として、５月中にマニュアルの整備を進め、６～７月には地域に下ろし

ていく予定であること、また、県と市が合同で実施する防災訓練（９月３日）を光ヶ丘

地区で実施し、一つのモデルとして、他の地区に自主防災と学校、市の連携のあり方を

広めていくことなどを関係課から説明いただいたところです。最後に、避難所開設・運

営については、現在の準備状況や課題が明らかになり、各課の横断的な連携・協力が必

要であることを確認しました。また、一方向から進めていくのではなく、行政、学校、

地域の各方向で検討し連携しながら進めていくことが大切で、そのために一度、各々に

持ち帰って検討することをご指導いただいたところです。この避難所開設については、
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災害が起きてからでは遅いということで、教育委員会学校教育課としても、これから、

対話と連携を継続していきながら事前協議の実現を目指していきたいと考えています。

以上です。 

 

（村上教育長）ただいまの報告に対しましてご質問などございませんでしょうか。 

マスコミでも大きく取り上げられ詳しく報道された事項です。なんといっても、大川

小学校の裁判がどういう風になるのか、もし酒田市で津波に襲われた場合、どのよう

に対応してきていたかを問われる、そういう意味でマニュアルの中身が本当にそれで

良かったのか、マニュアルは責任を持つものになってくるので、慎重に、良いものに

していかなければならない。また、マニュアルの更新をしていかなければならないわ

けですが、子どもを保護者に引き渡すという作業はどうなのかということになってい

る。引き渡してしまってから亡くなった子どもがいかに多かったかを認識しているか

ということもあって、難しい問題も抱えながら、それぞれの学校も悩みつつ自分の学

校に合ったマニュアルを作ろうとしている状況です。 

  次に報告事項９、１０、１１について報告をお願いします。 

 

（社会教育文化課長）報告事項９ 平成２８年度 社会教育文化課所管施設利用状況に

ついて報告いたします。資料の１番右側の計のところをご覧ください。上段が２７年

度の計、中段が２８年度の計、下段が比較となっています。施設の改修等や企画・展

示内容に左右されるところがあるわけですが、ひらた農村コミュニティカレッジ、阿

部記念館、市民会館を除いては、昨年度より利用状況が少ないという状況になってい

ます。主な施設をみますと、中央公民館については、ホール・天井及び空調の改修工

事の影響で減少しているところです。ひらた生涯学習センターのテニスコートについ

ては、照明等の修繕によって夜間利用が一時使用できなかったことが利用状況に影響

がありまして減少しています。松山文化伝承館については平成２７年度に６月～８月

に実施しました石黒宏治さんの展示会が好評で多くの来館者があった影響が大きい

ところで２８年度はマイナスになっています。施設の利用状況については、指定管理

をしている施設も含めまして今後も注視してまいります。 

  次に報告事項１０ 希望ホール自主事業「チケット持ってＧＯ！」、「青春１９

チケット」の取り組みについて報告いたします。「チケット持ってＧＯ！」につい

ては、中心市街地の活性化とホールによる街づくりの一環として、ホール周辺の商

店街と連携し行うものです。内容については、希望ホール自主事業で主催する公演

チケットの半券を、登録されている協賛店でご提示いただくと、サービスが受けら

れるという内容になっています。チケットの有効期間は公演日を含めて１週間とな

ります。協力店舗については、５月１日号広報に同封いたしましたが、皆様のお手

元にお配りしましたパンフレットの中を開いていただくと、６４店舗載っていま
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す。取組期間については、１年間で平成２９年４月から平成３０年３月までとなっ

ています。その他として、サービスを受けられる協賛店は、のぼり旗それからステ

ッカーを貼って分かるようにしているところです。 

次に「青春１９チケット」の取り組みについてです。こちらは希望ホール自主事

業の企画としまして、酒田市の１９歳の皆さんへチケットのプレゼントをするもの

です。対象となる方は平成１０年４月から平成１１年３月生まれの方です。対象事

業につきましては、自主事業の主催事業３事業であります、藤原道山×SINSKEコン

サート、平賀マリカの ONE NIGHT JAZZ 、コンテンポラリーダンス公演（ダンサ

ー：鈴木ユキオさん）の３事業について、お１人様１枚１回限りのチケットにとな

りますけれども、１９歳の方にチケットを差し上げます。 

  続きまして報告事項１１ 平成２９年度「文化遺産を活かした地域活性化事業」の

採択についてです。こちらの事業は平成２７年度から行っていまして、今年度も文化

庁の補助が採択されましたので報告するものです。申請については、「文化都市酒田」

発信事業実行委員会が行い、委員長は酒田市長 丸山至で、９名で実行委員会を作って

います。事業名は酒田市の文化遺産を活用した地域活性化プラン事業、採択額は６３５万３

千円で、うち２８９万１千円は６月議会で増額補正予算案を計上しているところです。６３５万

３千円の採択額のうち、５５４万３千円が補助金額になります。事業概要については、昨年も

行いました「狂言」ワークショップ開催です。会場は、松山城址館で、市内全小学校 ５年生

児童を対象にして、体験型ワークショップと狂言を鑑賞するものです。それから、今年度新

規事業としまして、、４月２８日に日本遺産の認定を受けましたが、北前船寄港地港町酒田

を再発見事業ということで、北前船関係の講演会、旧正月行事である塞道幕のワークショッ

プ、旧鐙屋にある古文書の普及・公開用資料解説文及びコンテンツの作成を予定していま

す。こちらの事業の開催時期については、関係者と協議しているところです。以上です。 

 

（村上教育長）社会教育文化課から３件に報告がありました。ご質問やご意見等ござい

ませんでしょうか。 

 

（浅井委員）以前、阿部記念館の収蔵品を松山文化伝承館に移す話があったように記憶

をしていますが、それが本当かどうかの確認と、移すとすればいつ頃なのですか。 

 

（社会教育文化課長）阿部記念館の収蔵品については現在のところ移す予定はありませ

ん。阿部記念館の運営委員会の中でも話をしたところですが、委員からは移すことに

反対である意見もありましたので、最終的な結論には至っていないというところです。 

 

（浅井委員）市としては、そのような移すというアプローチをしたということですか。 
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（社会教育文化課長）市としましては、阿部記念館をもう少し活用を図りたいので、登

録有形文化財を移そうということを運営委員会で話をしたところです。それには、展

示品の整理が必要になるという文化庁調査官のご指摘がありますので、その中で移動

させたらという話の中では、移動には反対ですという意見があったものですから、今

後調整が必要になるところです。 

 

（教育長）他にありませんでしょうか。それでは次に進みます。次に報告事項１２と１

３について報告をお願いいします。 

 

（スポーツ振興課長）報告事項１２ 平成２８年度スポーツ振興課所管施設利用状況に

ついて報告いたします。利用状況における増減人数の大きいところを主に説明いたし

ます。初めに国体記念体育館については、利用者数が前年度比で８万７００人減少し

ています。率でいうと４６．４％の減となります。これは、平成２７年度に全国ねぎ

サミットが開催された関係でその来客者分が多くなっていまして、平成２８年度はそ

れが減少となった主な要因となります。続きまして、武道館についてですが、前年度

比で１万１千７百人減少しています。これは、団体等で開催する教室参加者の減少が

主な要因となります。修道館については、八幡体育館に隣接する武道場ですが、前年

度比で４７．３％の減となっています。剣道、空手等で利用していた団体が鳥海八幡

中学校武道場を利用することになったことが主な要因です。光ケ丘野球場については、

前年度比１７．１％の減少となっています。２７年度に光ケ丘野球場において日本女

子ソフトボールリーグが開催されたことが減少の主な要因となります。光ケ丘プール

については、前年度比７．１％の減少となっています。これは、少子化による水泳教

室参加者の減少、民間の同様施設のリニューアルによる利用者の減少等が考えられま

す。 

スポーツ振興課所管の全体育施設は現在４５の施設を所管していますが、平成２８年

度は合計で約７５万９千人の利用となり、前年度比で１２．６％の減少となっていま

す。 

  続きまして、報告事項１３ 酒田市民体育祭の開催概要について、ご説明いたしま 

す。第４５回酒田市民体育祭の開催ですが、地域の代表として老若男女の市民が一堂に 

会し、スポ－ツ競技に触れ合うことにより地域の連帯感を醸成するとともに、交流の輪を 

広げながら健康・体力の増進を図ることを目的に開催します｡開催期日は７月２日で、６ 

月の各地区の運動会を経て選考・選出することが多いようです。飛島地区を除く２４地区 

の対抗となって選手約４千人の参加が見込まれます。小学生の１００メートル走やリレ 

ーなどの競技色の濃いものから、百足競争、二人三脚リレー、男女混合綱引き、一般・小 

学生まり入れなど、見て、応援して、楽しむことができる種目がありますので、市の職員 

も地域住民として参加し応援に足を運んでもらいたいものと考えています。また、教育委 
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員の皆様には参与として委嘱させていただきますので、よろしくお願いいたします。以上 

です。 

 

（村上教育長）ただいまの報告につきましてご質問やご意見等ございませんか。 

 次に進みたいと思います。報告事項１４と１５について報告をお願いします。 

 

（図書館長）報告事項１４ 平成２８年度図書館利用状況について報告いたします。資

料の見方については、社会教育文化施設と体育施設と同じです。平成２８年度は、平

成２７年度と比較して、入館者数及び館外貸出冊数も５％程の減となっています。そ

の主な原因については、中段に書いています平成２８年１０月から１１月１５日に文

化センターの空調工事に伴う、中央図書館・児童図書館が休館ということがありまし

た。昨年度は開館日数が３１２日となりまして、通常は３４０日の開館であり、約１

割が開館日数が少ないことが減少の要因と分析しています。平成２５年度から平成２

８年度の４箇年で比較すると９％減で、今申し上げたとおり開館日数の減と、人口減

少と両方によるものと考えます。今後この分析に基づきながら、魅力ある図書館につ

いて情報を集めながら検討して参ります。 

  続きまして、報告事項１５ 図書整理等に伴う臨時休館についてですが、例年です

と、図書整理期間１０日間の休館でしたが、自治省から情報セキュリティの強靭化を

求められています。こちらについては、年金機構の悪性のウイルスによる情報漏れが

生じたことから強靭化するものです。基本的には自治体のシステムとインターネット

を分けるという考え方ですが、図書館のシステムについては、インターネット経由で

図書の検索とか予約を行っているということから、完全な分離が無理であり、間に関

所を設ける意味で仮ウエブサイトを設けて、セキュリティを向上させます。１箇月間

という期間が休館となり、市民の皆様にはご不便をおかけいたしますけれども、ご理

解いただくようお願いしたいということと、周知については、５月の連休明けから、

図書館の中に掲示しており、市広報（６／１号）、ホームページでは本日５月２４日

から休館のご案内を掲示しているところです。以上です。 

 

（村上教育長）ただいまの報告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。 

 

（岩間委員）休館の前に借りることはできるのですか。この期間開かないというだけで、

通常は２週間の借りられる期間がありますが、延長して１箇月先まで個人が持ってい

られるということになるのですか。 

 

（図書館長）休館に入りますと借りることはできませんが、その前に借りた分について

は、返却ポストを通して返却していただく形になります。 



24 

 

 

（村上教育長）他にございませんか。ないようですので、こちらからの報告事項は以上

ということになります。委員の皆さまより何かございますでしょうか。 

 

（村上教育長）それでは、以上をもちまして本日の日程は終了しましたので閉会いたし

ます。 

 


