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第９回 酒田市教育委員会 会議録 

１ 日  時  平成２９年８月２２日（火） 午後１時３０分 開会 

午後３時００分 閉会 

 

２ 場  所  酒田市役所７階 ７０１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）ただいまから、平成２９年第９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

委員に岩間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、会議録署名委員は岩間委員と神田委員

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 



2 

 

 

 

◎ 議事 報第３０号 平成２８年度酒田市一般会計歳入歳出決算の認定について 

     議第３１号 平成２９年度酒田市一般会計補正予算（第２号）について 

        議第３２号 請負契約の締結について（酒田市立松山小学校校舎・屋内 

運動場改築工事（建築工事）） 

議第３３号 請負契約の締結について（酒田市立松山小学校校舎改修工事

（建築工事）） 

議第３４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 

 

 

（村上教育長）次に日程第４ 議事に入ります。初めに議第３０号 平成２８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。これについてご提案願

います。 

 

(教育部長）議第３０号 平成２８年度酒田市一般会計歳入歳出決算の認定についてを 

説明申し上げます。平成２８年度酒田市一般会計歳入歳出決算の認定については、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。初めに平成２８年度酒田

市一般会計歳出決算事項別明細書の教育委員会分について説明申し上げます。１０款

教育費は平成２８年度の当初予算額は、４７億７，３４２万２，０００円で、補正予

算額４億３，１９１万７，０００円を増額し、前年度からの繰越予算が８，０１０万

８，０００円、予備費の充当として４万７，１２３円あり、最終的な予算額として、

５２億８，５４９万４，１２３円でした。これに対しまして、決算額は、４６億４，９

８２万６，８１９円となり、これに継続費逓次繰越２億１９５万円、繰越明許費２億

７，１５９万２，４００円を合わせ、予算額から差し引いた１億６，２１２万４，９

０４円が不用額となります。継続費逓次繰越は学校グランド改修事業、田沢小学校改

修事業、学校トイレ改修事業で、繰越明許費については、松山小学校改修事業であり、

これらの事業を平成２９年度に繰り越したことから、財源も次年度に繰り越すもので

す。次に、項別に概要を申し上げます。１項の教育総務費は１０億１，４２３万６，

０００円の最終的な予算に対して、支出済額は９億７，５５４万５，２９７円で３，

８６９万７０３円の不用額となっています。不用額の主なものは、事務局費の共済費

と日々雇用賃金であり、それぞれ、約５０４万円、約９３１万円であります。続きま

して、２項の小学校費です。最終予算１７億３，３５６万２，０００円となり、支出

済額が１２億５，６０２万６，４３３円で、継続費逓次繰越２億１９５万円、繰越明

許費２億２，４８０万６，０００円を差し引いた、５，０７７万９，５６７円が不用
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額となります。不用額の主なものは、学校管理費中の需用費の光熱水費になりますが、

各学校で不足することがないように予算措置をしていることから各学校分を集計しま

すと、不用額が大きくなるものです。この他に学校保健費の需用費も大きく不用額が

出ていますが、同様の理由になります。続きまして、３項の中学校費です。最終予算

額６億７，１５９万２，０００円に対しまして、支出済額６億９４３万８，３７２円

で、繰越明許費３，７８９万４，０００円を差し引いた２，４２５万９，６２８円が

不用額となっています。不用額の主なものは、これも小学校費と同様に光熱水費に不

足が生じないように予算措置したためです。続きまして、４項の生涯学習費ですが、

最終予算額が１３億８，２３３万３，１２３円に対しまして、支出済額は１３億５，

１１４万９９４円で不用額は３，２０９万２，１２９円となっています。不用額の主

なものは、工事請負費約１，４５４万になりますが、これは中央公民館の空調設備の

改修の入札に際しての請差によるものです。続きまして、５項の保健体育費で、最終

予算額が４億８，２８７万１，０００円に対して、支出済額が４億５，７６７万５，

７２３円、繰越明許費８８９万２，４００円を差し引いた１，６３０万２，８７７円

が不用額になります。これは施設の維持管理費の中で、需用費についての不用額が大

きくなっています。次に平成２８年度酒田市一般会計主要な施策の成果報告書の教育

委員会分の抜粋をご覧ください。第１部には主要な施策の実施状況について事業ごと

に、予算現額、支出済額、不用額、執行率の順になっています。目的・趣旨、事業・成

果の概要、事務事業評価と合わせて、事業の改善点や方向性等を記載していますので、

後ほどご覧いただければと思います。 

  続きまして、第２部決算の概要になります。２２１ページをご覧ください。平成２

８年度の会計別決算の状況を記しているものですが、一般会計について申し上げます。

歳入決算額は５５３億２，４３３万５，０８０円、歳出決算額が５３５億８，４８３

万３，０５９円、差引額が１７億３，９５０万２，０２１円となります。平成２９年

度に繰り越している分もありますので、２億７，０６７万４，９３２円を差し引いた、

１４億６，８８２万７，０８９円が実質収支となるものです。続きまして２２７ペー

ジをご覧ください。普通会計の歳入の状況です。歳入の内容を区分ごとに表わしてい

るものですが、自主財源として市の根幹となる市税は決算額１３１億６，０２１万９，

０００円で、構成比２３．８パーセントとなっています。その他、大幅な伸びとなっ

ているのが、２８８．２パーセントの増となっている寄附金でありましてふるさと納

税による寄附金の増となっています。一方で依存財源ですが、地方交付税１５０億６，

９３５万９，０００円で構成比が２７．２パーセントになっています。依然として地

方交付税に依存した構図は変わっていないということです。次に２２９ページをご覧

ください。普通会計の歳出の状況ですが、目的別の歳出決算状況です。平成２８年度

の教育費は４６億９，１３１万円となっており、年度によって、学校改築や施設整備

などにより大きく変動することはありますが、平成２８年度については、学習スクー
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ルバスの整備や松山小学校の改修工事のハード分のほか、教育支援員の増加などソフ

ト部分でも増加しており、前年度比２．１パーセントの増加となっています。以上、

内容を説明して参りましたけれども、教育委員会の事業につきましては、ハード部分

ソフト部分合わせまして適切に執行されているものと考えております。以上よろしく

ご審査いただきますようお願いいたします。 

 

（村上教育長）ただいまの提案に対しまして、ご質問やご意見はございませんでしょう

か。 

 

（村上教育長）ないようですのでお諮りいたします。議第３０号 平成２８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。 

 

（村上教育長）ご異議なしと認めます。よって議第３０号は提案のとおり決しました。 

次に議第３１号 平成２９年度酒田市一般会計補正予算（第２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３１号 平成２９年度酒田市一般会計補正予算(第２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。最初に一般会計補正予

算(第２号)の概要を記載した資料をご覧ください。教育委員会分の補正予算規模は１，

６０３万５，０００円の増額であります。その結果、補正後の予算規模は４９億１，

２８７万１，０００円となります。補正予算の概要については３課４事業です。１つ

目は企画管理課の学校統合事業で、松山小学校開校式等の事業完了に伴う旅費、需用

費、役務費、使用料及び賃借料の４６万５，０００円の減額です。２つ目は社会教育

文化課のサンクトぺテルブルク市との交流事業です。これは、総務省の委託事業の採

択を受け、文化交流を図っていくものでありますが、今回の補正は、来年２月に行う

交流イベント開催のための諸費用及びその事前調整、意見交換等のために１０月に訪

問する際の費用、１，５０７万４，０００円の増額です。３つ目は図書館の図書館総

務管理事業で、駅前コミュニケーションポートのライブラリーセンター整備に係るワ

ーキング会議に職員が参加するための旅費２３万円の増額となります。４つ目は同じ

く図書館の光丘文庫資料保全活用事業で所蔵資料を適切に保管するため、中町庁舎５

階、６階の窓を完全に遮光するために備品を購入するもので、１１９万６，０００円

の増額になります。歳入の補正につきましては、歳出補正に伴う一般財源の他、国庫

支出金として、ロシアとの自治体間交流の促進事業委託金５００万円及び、生涯学習

振興費に充当する地方創生推進交付金１，０００円を計上するものです。以上よろし

くご審査いただきますようお願いいたします。 
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（村上教育長）補正予算のサンクトぺテルブルク市との交流事業については、報告事項

でも、改めてご報告する内容となります。ただいまの提案に対し、ご質問、ご意見等

ございませんでしょうか。 

 

（村上教育長）ないようですのでお諮りいたします。 議第３１号 平成２９年度酒田

市一般会計補正予算(第２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。 

 

（村上教育長）ご異議なしと認めます。よって議第３１号は提案のとおり決しました。 

次に議第３２号 請負契約の締結について（酒田市立松山小学校校舎・屋内運動場改

築工事（建築工事））を議題といたします。これについてご提案願います。 

 

（企画管理課長）議第３２号 請負契約の締結について申し上げます。酒田市立松山小

学校校舎・屋内運動場改築工事（建築工事）の請負契約の締結について、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。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８月３日に市内に本社を有し、２社以上の自主構成による特定建設工事共

同企業体４社により条件付き一般競争入札が行われ、その後、価格以外の要素を評価

し、総合的に適正と判断された菅原・斉藤・若松特定建設工事共同企業体、代表者 株

式会社菅原工務所 代表取締役 菅原 靖氏と、６億８，５８０万円に消費税を含め

た７億４，０６６万４，０００円で８月９日に仮契約を行っております。なお、工事

期間については、契約締結の日から平成３１年１月３１日までとなっています。次に

建物の概要について説明いたします。配置図をご覧ください。校舎と屋内運動場の斜

線部分が対象ということになります。図面左側の普通教室棟については、鉄筋コンク

リートの２階建てで、床面積が９６９．３８㎡となります。屋内運動場については、

鉄筋コンクリート造一部鉄骨造平屋建で、床面積が１４０３．９７㎡です。続きまし

て配置計画についてご説明申し上げます。普通教室棟については、既存校舎や屋内運

動場への移動がスムーズにできること、グラウンドの配置の点から建物全体の中心部

に配置しています。屋内運動場につきましては、校舎棟や今年度工事を行うプールと

の動線を考慮して東側に配置をしているところです。平面図をご覧ください。普通教

室棟については、１階に普通教室２室、特別支援教室２室、オープンスペースを配置

し、２階に普通教室４室を配置しております。１階のオープンスペースについては、

ランチルームとしての利用のほか、多目的な利用を想定しているところです。また多

目的トイレを１階に常用トイレを各階に設けております。屋内運動場については、ス

テージの北側に給食室、アリーナ南側に玄関、更衣室、トイレ等の共有部分を配置し
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ています。アリーナミニバスケットボール公式用コート一面、練習用コート一面を確

保しています。普通教室棟とは、廊下を挟むことで、音の軽減を図っているところで

す。資料の最後の完成予想図をご覧ください。奥側の既存校舎棟との調和を考慮しな

がら、普通教室棟も同様に陸屋根としています。合わせて屋内運動場の勾配屋根の見

え方を平坦にしたことから、学校周囲の景観に圧迫感を与えず、水平に連なる外観に

より  開放感のある学校像としています。なお、工事期間中については、近隣住民

にご迷惑をおかけしますが、安全面について十分な打合せを行い、細心の注意を払い

ながら、進めて参りたいと考えています。以上、よろしくご審査くださいますようお

願いいたします。 

 

（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３２号 請負契約の締結につ

いて（酒田市立松山小学校校舎・屋内運動場改築工事（建築工事））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３２号は提案のとおり決しました。 

次に議第３３号 請負契約の締結について（酒田市立松山小学校校舎改修工事（建築

工事））を議題といたします。これについてご提案願います。 

 

（企画管理課長）議第３３号 請負契約の締結についてご説明を申し上げます。酒田市

立松山小学校校舎改修工事（建築工事）の請負契約の締結について、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。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８月３日に市内に本社を有する建築会社９社により条件付き一般競争入札

が行われ、その後、価格以外の要素を評価して、総合的に適正と判断された林建設工

業株式会社 代表取締役社長 林 浩一郎氏と、２億２，７８０万円に消費税を含め

た２億４，６０２万４，０００円で８月９日に仮契約を行っております。なお、工事

期間については、契約締結の日から平成３０年６月２９日までとなっています。次に

工事内容についてご説明いたします。配置図をご覧ください。斜線部分が改修する工

事対象となります。改修内容としましては、外壁の改修、屋上の防水改修工事、サッ

シの改修工事、内装改修工事、トイレ改修工事でございます。次のページの平面図を

ご覧ください。改修工事については、既存校舎として残る本校舎棟に管理特別教室機

能を集約するレイアウトとしています。なお、工事期間中については、近隣住民にご

迷惑をおかけすることになると思いますが、安全面について十分な打合せを行い、細

心の注意を払いながら、進めて参りたいと考えています。以上、よろしくご審査くだ
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さいますようお願いいたします。 

 

（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３３号 請負契約の締結に

ついて（酒田市立松山小学校校舎改修工事（建築工事））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３３号は提案のとおり決しました。 

次に議第３４号 教育に関する事務の管理及び執行の状況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。 

 

（企画管理課長）議第３４号 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価

についてご説明いたします。報告書の１ページをご覧ください。教育に関する事務の

管理及び執行の状況の点検及び評価については、平成１９年の地方教育行政の組織及

び運営に関する法律の改正に伴いまして、毎年決算時期に実施しているものです。点

検評価制度の結果に関する報告書については、法第２６条第１項の規定により、議会

への提出と市民への公表を行うものです。なお、この報告書の作成にあたりましては、

計画期間が平成２７年度から平成３１年度までの酒田市教育振興基本計画後期計画

に基づいた点検評価としています。点検評価の対象については、平成２８年度の教育

委員会の権限に属する事務を対象としています。次に報告書の２ページをご覧くださ

い。教育委員会の活動状況ですが、平成２７年の地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律の改正に伴いまして、教育委員会制度が大きく変わった趣旨を踏まえまして、

教育委員会会議の審議の概要、学校や関連施設の視察、研修や各種行事の参加状況、

総合教育会議協議状況など、昨年より詳細に２ページから６ページに掲載したところ

です。続きまして、外部評価者の意見について説明させていただきます。今年度の外

部評価者の意見については、前年度に引き続き、生涯学習施設「里仁館」冨士館長と、

今年度新たに、東北公益文科大学渡辺講師にお願いをしています。７ページ、８ペー

ジに外部評価者の全体を通した意見について記載されています。この中で、評価され

た点については、ＣもしくはＤ評価がなかったこと、個別事業は着実に推進されてい

ること、報告の体裁について、複数の課にわたる事業を施策ごとに原則１ページにま

とめ、予算についても詳しく記載されたことで理解しやすく改善されたことが挙げら

れています。また、改善すべき主な点としましては、同じ事業を継続する場合でも、

きちんと事業を突き詰めることで、新しい構想に繋がること、教育委員会の方々の委

員会活動や総合教育会議を通じて酒田の子どもたちが活躍しているところを市民に

知らせることは重要だし、少なくともＰＴＡなどからは理解してもらうような努力が



8 

 

必要であること、経済分野と違い、評価の難しい教育については、それを補うものと

して、情報公開が必要であり、全体としては、さらなる推進の余地があると思われる

ことから、努力をしてほしいこと、個別に良い取組みを行っているが、それらの活動

がすべて十分に達成された場合に、どのような家庭生活が実現されるのかといった総

合的なデザインがやや不足しているので、今後は、総合的な視点のもと、効果的な運

営に努めてほしいことなどのご指摘をいただいたところです。８ページ以降について

は、施策事業ごとに個別に意見をいただいております。２３ページに酒田市教育振興

基本計画後期計画の体系図を記載しています。それから、２４ページ以降には施策事

業ごとに点検評価シートを掲載しています。この点検評価の報告につきましては、本

日の議案審議後に、９月議会で議員の皆様に提出し、その後、市ホームページで市民

への公表をしていく予定です。以上、よろしくご審査くださいますようお願いいたし

ます。 

 

（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でしょうか。 

 

（神田委員）外部評価を受けて、いろいろご意見をいただきましたが、次年度以降どの

ような形でＰＤＣＡサイクルをまわしていくのでしょうか。 

 

（企画管理課長）本来であれば、事業が終わったあとに点検、自己評価を行い、今後の

方針を定めていくというのが本来のやり方ではないかと思っています。点検評価につ

いては、決算時期ということで、事業が終わってから半年程経過しています。個別の

事業については一定程度評価をいただいていますけれども、総合的な視点、情報公開

をさらに進める必要があるというご提案もいただいていますので、来年度の予算に反

映できるように検討していきたいと考えています。 

 

（村上教育長）他にございませんでしょうか。 

 

（村上教育長）ないようですのでお諮りいたします。 議第３４号 教育に関する事務

の管理及び執行の状況の点検及び評価について を提案のとおり決するにご異議ご

ざいませんか。 

 

（村上教育長）ご異議なしと認めます。よって議第３４号は提案のとおり決しました。。

次に日程第５ 教育長の報告ですが、今回私からの報告はございませんので、次に日

程第６ その他に入ります。 

 

◎ その他 
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（村上教育長） 各課より報告事項がありますので報告してもらいます。それでは、報

告事項１について、企画管理課よりお願いします。 

 

（企画管理課長）報告事項 1 学校給食用パンにかかるアレルギー対応についてご報告

いたします。本年１月、山形県学校給食会が供給した市内小学校の給食用パンから原

材料には含まれないアレルギー物質（卵）が検出されたことから、本市では、給食用

パンと同一製造ラインで使用する全ての品目について原材料として捉えて、代替食に

よるアレルギー対応を行ってきています。山形県学校給食会では、委託加工工場が洗

浄方法の見直しなどの対策を行った結果、アレルギー物質（卵）は検出されなくなっ

たとの報告が５月にあり、委託加工工場からの供給再開後の６月に実施した検査でも

アレルギー物質（卵）は検出されなかったとの報告を７月２４日に受けたところです。

この結果を踏まえまして、山形県学校給食会が納入している小学校全校、中学校２校

について、２学期より従前のとおり、給食用パンの成分表示によるきアレルギー対応

に戻す予定です。なお、同一製造ラインで使用する品目、卵、落花生、くるみ、さけ、

りんご、ごまについて、表の中にも書いてありますが、微量でもアレルギー対応が必

要な児童生徒には、安全を確保するために引き続き代替食の提供を行ってまいりたい

と考えています。なお、山形県学校給食会には、引き続き委託加工工場での製造ライ

ンの洗浄、アレルギー物質検査の継続などの対策を徹底するよう依頼しております。

今月のパン給食は８月２９日から順次実施する予定ですので、８月２３日に該当する

保護者宛に対策についてお知らせする予定です。以上です。 

 

（村上教育長）ただいまの報告に、ご質問、ご意見などございませんでしょうか。 

 

（岩間委員）この報告は、実際に事故等はあったのでしょうか。それとも定期的に検査

をしていて見つかったのでしょうか。 

 

（企画管理課長）こちらについては、酒田市でも独自に成分の調査を行っておりまして、

その際に卵が混じっていることがわかりました。それを踏まえての対応です。なお、

アレルギーの症状が出たとの児童生徒はいません。 

 

（村上教育長）他にございませんでしょうか。 

 

（村上教育長）それでは、報告事項の２と３について、学校教育課よりお願いします。 

 

（学校教育課長）それでは報告事項２ 第１回酒田の子どもの学力向上推進会議につい
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てについて報告いたします。８月１日に学力向上推進会議を開催いたしました。その

中で、平成２７年度から平成２９年度現在時点までの報告ということで説明を申し上

げ、各委員の方からご意見ご指摘をいただいたところです。ＱＵについては、平成２

７年度から３年間の調査結果を比較しまして、満足度の割合が増加してきていること

がいえます。また、ＱＵの実施や研修会を通して、教員の学級経営に対する意識、指

導力の向上を目指してきましたが、その部分については効果として見え始めていると

感じます。それから、ＮＲＴ（標準学力テスト）について、これまで課題とされてき

ました算数・数学について改善の傾向が見られるということがあります。しかしなが

ら、中学校の英語については、全国平均を下回る状況が続いており、改善を図ってい

く必要があります。そして、ＱＵとＮＲＴのクロス集計を行っていますが、個別の生

活支援を要する割合については、減少してきています。学年が進むにつれて学習支援

が必要な生徒の割合については増加の傾向にあります。要因としましては、主体的に

勉強できない生徒が多いことが考えられ、それに対しては、小学校段階から子どもの

主体性を育てていく必要があるのではないかというご指摘をいただいています。会議

の後段では、今後の酒田市の学力向上に向けて提案をし、ご意見をいただいたところ

です。単元を重視していくことにつきまして、単元研究を今後酒田市の学力向上の柱

にしていくということについて、提案を申し上げ意見をいただきました。単元研究の

委嘱を始めて２年目になりますが、昨年度の研究委嘱校の児童アンケートで、授業が

分かりやすいと答えた数値が上昇しています。その背景には教師の意識の変化や指導

の変容があるものと考えています。それから、単元研究の効果としまして、子どもに

つけたい力をイメージしやすいこと、評価問題を作ることで指導と評価の一体化が生

まれることなどが挙げられます。この評価問題については、授業実践をする前にまず

始めに単元の評価問題を作成しまして、その後に授業実践、評価という手順を踏んで

行っています。こういった中で、ひとつひとつの成果を確かめながら、前に進んでい

きたいと思っています。１時間１時間の授業から、単元に視点を置くことで、児童生

徒が自分の学びを振り返ることができるようになり、自分の成長を感じることができ

るようになっていくという、このあたりを大切にしていきたいと思っています。そし

て、外国語教育についてもご意見ご指摘をいただきました。授業の中でも、教師の説

明が非常に長い状況ではないか、そういった点で授業改善が必要であるというご指摘

です。また、ＡＬＴを増員していますけれども、ＡＬＴを効果的に活用するための研

修会を重要視していく必要がある。今後、学校と連携を取りながら、効果的活用につ

いて推進していきたいと考えています。また、読書の視点からも貴重なご意見ご指摘

をいただいたところです。読書の持つ魅力、そして本に触れる楽しさ、こういったも

のを子どもたちに育てていくとともに、読書と単元との関わりについて、今後課題と

して研究してまいりたいと考えているところです。学力向上推進会議については、３

年目になります。単元研究を柱にしていくことですけれども、学力向上３本柱と捉え
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ておりまして、教育環境の整備、指導力の向上、学習習慣の形成の３つを土台にしな

がら学力向上を図っていきたいと考えています。報告事項２については以上です。   

続きまして報告事項３ ＡＬＴ（外国語指導助手）の配置について報告いたしま 

す。２学期より新任のＡＬＴ５名を含め８名体制で外国語活動、英語の授業をサポ

ートしていきたいと思います。新規の５名については、７月２６日に１名、８月２

日に４名、酒田に来ていただいています。今、この５名については、生活を含めた

部分での対応を指導員が行っており、２学期の授業に備えているとことです。以上

です。 

 

（村上教育長）ただいま、報告事項２つございましたが、どちらについても結構です

ので、ご質問、ご意見などございませんでしょうか。 

 

（浅井委員）単元研究委嘱についてですけれども、委嘱校以外の学校にはまだ伝わっ

ていないとの現状があるとのことですが、昨年度３校委嘱されて、単年度で終わる

のか、複数年度にするのか、今後全市に委嘱を広めていくのかを教えていただきた

い。 

 

（学校教育課長）単元委嘱については、２年目を迎え６校から取り組んでいただいて

います。この取組みについては、各校単年度で委嘱しています。単元委嘱について

は継続して進めていく考えでおります。また、全市に広げていくかという質問です

けれども、今現在は小学校への委嘱という形をしています。これにつきましても、

今現在、３校ずつ継続して進めていくということを考えています。なお、校長会等

への相談がこれから出てくると思いますが、小学校、中学校、または学区単位など

さまざまな考え方はあると思いますが、今後、相談検討のうえ、ベストである方法

を取っていくことを考えています。なお、委嘱のみならず、単元研究を酒田市の柱

にしていくことで、次年度に向けて、学校指導の重点も明確に打ち出しながら、学

校研究に行った折にいろいろな形で情報提供や指導助言できるように進めて参りた

いたいと考えています。そういった意味合いからも全市に広げていきたいという考

えを持っています。 

 

（浅井委員）この単元研究の教科としては算数のみでしょうか。 

 

（学校教育課長）算数のみと指定しているわけではありません。国語であってもいい

のですが、今のところ算数に取り組まれる学校が多い状況です。 

 

（浅井委員）新任のＡＬＴ５名がいらっしゃいますが、年齢を見ると若い方が多くて
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初めてＡＬＴの仕事をされると感じますし、ある程度の研修をされたうえでこちら

においでになっていると思いますけれども、市教育委員会として特に研修や服務の

ことなど指導する計画がありましたら教えてください。 

 

（学校教育課長）服務研修については、以前事故が発生したときに１度実施していま

す。新しいＡＬＴについても、随時、教育委員会へ足を運びながら準備を進めてい

るわけですが、そのなかで日本のことを指導する場面がありますし、また、服装等

についても、細かいところも指導助言を入れながら行っています。定期のかたちで

も、服務の研修について入れていく予定です。このＡＬＴについて、今後、県の研

修もござます。また、実際の授業がまもなく始まりますけれども、これまでいるベ

テランのＡＬＴと連携を取りながら、授業の進め方等についても、相談にのる機会

をつくっていきたいと考えていますし、ＡＬＴの全体を通した研修会についても今

後考えていきたいと思います。 

 

（浅井委員）英語の担当の指導主事は１名ですよね。いっきに３名から８名にＡＬＴ

が増え大変な感じがしますが、他にも指導主事もいますが、その辺のサポート体制

はいかがでしょうか。 

 

（学校教育課長）基本的に英語担当の指導主事が色々とサポートをしていますが、他

の指導主事も分担をしながら、生活支援、日本に関する理解など会話を中心に進め

ているところです。協力体制をもって進めてまいりたいと考えています。 

 

（浅井委員）確認ですけれども、５名は初めてＡＬＴの仕事をされるということでし

ょうか。 

 

（学校教育課長）そうです。初めての任務になります。 

 

（村上教育長）他にございませんでしょうか。 

 

（岩間委員）個人的な意見で自分の反省点を踏まえてとのことですが、主体的に勉強

ができない生徒が多いことが考えられるという説明がありました。授業を前に進め

るために、学期や１週間のスケジュールを立てて、どんどん新しいことを教えてい

ただいていますけれども、分からないことを振り返り、例えば、その日の復習をす

るといったことを家庭学習でできていれば、少し分からなくても振り返りながら分

かったうえで次に進められればと思います。家庭学習のやり方を教えていただいて、

こうするといいというコツを教えてもらうと英語にしても数学にしても伸びるよう
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に感じました。先日、浅井委員が祝辞の中で、退職教員として小学１年生の授業に

入ったときに、授業は進むけれども、分からない子に対していろいろなフォローア

ップをしていけば、もう少し早い段階から、分かるという自信をつけながら前に進

める、新しい知識を入れるだけでなく、戻れる授業もできたらいいのかなと思いま

した。自分でできる子は自学でも３ページも４ページもするけれども、できない子

はどうやって勉強したらいいかわからなくてどんどん差が開いてしまうのかなと思

いました。 

 

（学校教育課長）貴重なご意見を頂戴いたしました。各学校でも１時間１時間の振り

返りの時間を行ってはいますけれども、それをさらに長いスパンで力の付くような

振り返りの時間、これまで抜けていた部分をフォローしてあげるようなシステムを

大切に、学校へ指導助言の段階でも加えていくことが大切だと感じています。 

 

（村上教育長）授業の中での振り返りで修正しながら教えていくことは基本中の基本

ですが、第一中の取組みで、つまづきがあったときに、なんでも相談できる時間を

放課後に設定して、放課後に一定程度続けるという取組みがあったと思います。 

 

（学校教育課長）今教育長がお話された放課後等に自分の理解できていない部分、ま

た、家庭に戻って学習して分からなかったところを分かるところまで戻るという取

組みで、手作りのノートを準備していますが、他の中学校にも広がっています。そ

ういった意味で子どものつまづきをケアしてフォローすると同時にその取組みの良

さとして１人１人の子どもが自分で家庭に帰ってから何をするのか計画を作ること

から始まっています。その自分の計画に沿って、自分で決めたことをまず実践し、

その中で、よく理解できていない部分について学校に持ってきて学習し直すという

取組みです。 

 

（村上教育長）他にございませんでしょうか。 

 

（神田委員）単元研究についてですが、児童アンケートで、授業が分かりやすいと答え

た数値が上昇したことは大変喜ばしいことだと思います。１つ１つの授業から単元に

視点をおくことでメタ認知につながって、子どもたちが単元を通して自分の成長を感

じることができるということになっている訳ですが、メタ認知ということは、自分自

身が何が理解できていて、何が分かっていないのかということが自ら分かるという風

に使われていると思いますが、授業自体が分かりやすいという風になってきますと、

分かったつもりになってしまう、自分は分かったけれども実は理解できていないとい

うことも起こり得るのではないかと感じていまして、本当にメタ認知の構造につなが
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るのかどうかというところがしっかりデータをとらなければならないという気がし

ます。現段階で何かやられているかわかりませんが、この点が気になりましたので、

意見として言わせていただきました。 

 

（学校教育課長）ご指摘ありがとうございます。この単元研究についても、今後内容

についても深く考えながら掘り下げて学校におろしていきたいと思います。私どもも

研修を深めたいと思います。 

 

（村上教育長）他にございませんでしょうか。次に、報告事項４と、順番が前後しま

すが、報告事項７について社会教育文化課からお願いします。 

 

（社会教育文化課長）報告事項４と報告事項７について報告いたします。初めに報告事

項４ 総務省委託事業「サンクトペテルブルグ市との文化交流事業」についてです。

初めに事業の概要についてです。昨年度に阿部プーチン首脳会談が開かれまして、８

項目の日露協力プランが作られました。それに基づいた事業でございます。総務省の

委託事業として、啓翁桜の輸出をきっかけに繋がりが生まれたサンクトペテルブルク

市を訪問しまして、交流プログラムについて協議しまして、そのうえで、ロシアにお

ける日本年である 2018 年に、本市の文化資源である雛人形と啓翁桜を使った雛飾り

を展示・紹介しながら、市民同士の交流を図るものです。交流事業の中身ですが、交

流イベントの事前調整・意見交換といたしまして、平成２９年１０月９日から１４日

までロシアのサンクトペテルブルグ市を訪問いたします。訪問者は、酒田市長、山形

県対岸貿易アドバイザー、事務局２名の計４名です。内容としましては、サンクトペ

テルブルク市役所、総領事館を表敬訪問する予定です。それから、事前調整・意見交

換として、平成３０年２月に予定しています文化交流事業の開催に向けて関係機関と

の事前打合せを行います。次に交流イベントの開催ですが、開催時期として、平成３

０年２月７日から１３日までを予定しています。出張者は、酒田市長、市議会議員、

山形県対岸貿易アドバイザー、文化交流関係者等３名、事務局２名で計８名です。内

容としましては、酒田文化フェア in サンクトペテルブルク（仮称）を国立エルミタ

ージュ美術館で開催の予定です。内容としましては、先ほどお話しましたとおり、日

本の女子の祭りに飾られる雛人形と啓翁桜を使った雛飾りを、ロシアの国際女性ディ

に向けて紹介し、サンクトペテルブルク市民との交流の促進を図る予定です。それか

ら、文化交流レセプションを開催し、行政関係者、文化交流関係者との人的な繋がり

を構築し、今後の展開につなげていきたいと考えています。最後に予算額ですが、９

月補正で予算要求をしていますが、１，５０７万４，０００円、内、総務省の補助金

として５００万円となります。 

続きまして、報告事項７ 平成２９年度秋田・酒田交流事業 文化交流の実施につ
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いて報告いたします。内容については、全日本吹奏楽コンクール常連校である秋田南

高等学校吹奏楽部の演奏会を酒田市民会館希望ホールで行います。また、合同演奏と

して、酒田西高等学校の音楽部との合同演奏を行います。また、演奏終了後は生徒同

士の交流会も予定しているところです。日時は平成２９年９月３０日の土曜日、  

午後１時３０分開演となっています。出演は秋田県立秋田南高等学校吹奏楽部が約１

００名、山形県立酒田西高等学校音楽部が２３名の予定です。料金は無料です。整理

券は希望ホール、総合文化センターで配布の予定です。主催は秋田市、酒田市で、  

酒田飽海地区吹奏楽連盟からご協力をいただいています。以上です。 

 

（村上教育長）ただいま社会教育文化課から２件の報告がありましたが、どちらでも結

構ですので、ご質問、ご意見などございましたらお願いいたします。 

 

（浅井委員）サンクトペテルブルグ市との文化交流事業については、総務省の委託事業

ということですけれども、単年度の事業なのか、継続的な事業なのか教えていただき

たい。 

 

（社会教育文化課長）こちらの事業については、国からお金が入ることになっています

が、５年間継続して実施していく予定です。 

 

（浅井委員）来年度以降の予算的なものは酒田市の持ち出しになるのでしょうか。また、

人的なつながりを構築し、今後の展開に繋げますとありますが、具体的にどのような

ことを想定しているのでしょうか。 

 

（社会教育文化課長）具体的にはまだ検討の段階ですけれども、ロシアで有名なバレエ

の選手がいますので、その選手を酒田市に招聘したりを検討しています。 

 

（村上教育長）他にございませんか。次に、報告事項５、前後しますけれども、報告事

項８、報告事項９についてスポーツ振興課からお願いします。 

 

（スポーツ振興課長）報告事項５、報告事項８、報告事項９についてご報告いたします。 

初めに報告事項５ 体育施設への指定管理者制度の導入について報告いたします。

指定管理者制度の導入の目的については、体育施設を一体的、有効的に活用しながら、

民間事業者等の経験を活かした自主事業を展開してもらうことにより、市民の健康増

進及び福祉の向上を図ることとしています。対象施設については、光ケ丘野球場以下

記載しています１１施設になります。指定の期間は平成３０年４月 1日から平成３５

年３月３１日までの５箇年、候補者の選定については、公募により行います。今後の
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日程については、公募期間を平成２９年９月１日～平成２９年１０月２日とし、以降、

申請書の提出から管理の開始は記載のとおりとなります。今回の指定管理者制度の決

定にあたりましては、市の内規に基づきまして民間のノウハウの活用によって、サー

ビスの充実が期待できるか、管理運営コストや事務事業の軽減が図れるかなどを基準

に設定いたしました。特に重要視した部分についてはサービスの充実が期待できる施

設かでスポーツ教室などの開催に適しているか、基幹的な施設を選定し、結果的に本

市のスポーツレクリエーションの振興及び健康の増進等に寄与することが可能とな

る施設を対象としました。 

  次に報告事項８ 光ケ丘球技場人工芝グラウンド改修工事の請負契約の締結につ

いてになります。光ケ丘球技場は光ケ丘公園内の国体記念テニスコートに隣接しまし

て、主にサッカー、ラグビーのグラウンドとして利用されています。契約の方法は条

件付き一般競争入札で総合評価落札方式を取っています。契約金額は１億２，２６８

万８，０００円、契約の相手方は酒井鈴木工業株式会社です。工期は平成２９年６月

２３日から平成２９年９月２９日までを予定しています。また、この工事にはＪＦＡ

日本サッカー協会から４，０００万円、日本スポーツ振興 助成金４，８００万円の

助成が入っています。関連資料として、建設工事請負契約書、入札調書、光ケ丘球技

場の図面を添付しています。 

 続きまして、報告事項９ 女子バレーボールチーム「アランマーレ」との相互支援・

協力に関する協定の締結についてです。プレステージ・インターナショナルの女子バ

レーボールチーム「アランマーレ」が現在参戦している「ＶチャレンジリーグⅡ」は、

2018/2019リーグから「スーパーリーグ」となります。これに参加するには、スーパ

ーリーグライセンスの取得が求められています。ライセンス取得の要件として、地域

のバックアップに関し文書で示すことが所在地の行政に求められていることから、酒

田市とプレステージ・インターナショナルの相互の支援・協力に関する協定書を締結

するものです。現在の「アランマーレ」への支援状況は、記載のとおり、練習会場の

提供、試合会場の提供、こちらについては、使用料の減免等を行っています。協定の

詳細については、別紙協定書案を添付しています。酒田市が行う支援協力については、

協定書案第２条に、アランマーレの活動に関する積極的な広報活動の推進、 市民あげて

応援する機運の醸成、 試合会場及び練習会場の確保となります。プレステージ・インタ

ーナショナルが行う支援・協力は第３条のとおり、 スーパーリーグ及び各種大会等で、

市のＰＲに努める、市民との交流を図る地域貢献活動を積極的に行う、その他甲が行うス

ポーツ振興事業への参加及び支援となっております。協定締結日は平成２９年８月下旬

としております。本日、協定書のたたき台を添付していますが、現在、公益財団法人酒田

市体育協会についても同じように支援・協力に加わってはどうかということで内部で協

議中で、最終的には、今回の協定に付け加えまして３者による協定とする予定となってい

ますので、その点ご了解をお願いいたします。以上です。 
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（村上教育長）ただいまスポーツ振興課から３件の報告がありました。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５の体育施設への指定管理者制度の導入についてですが、平成１

８年度から指定管理者制度が全国的に導入されましたが、１１施設というこれだけの

施設をこのタイミングで指定管理者制度を導入するというのは非常に驚きが大きく

て、他の施設とはかなり時間差がありまして、なぜ、このタイミングで指定管理者制

度を導入するのかをお聞きしたい。また、利用料金を含めて指定管理者に委託をする

つもりだと思いますが、施設によって施設の大小があるので、小さい施設だと、募集

する団体がいないのではと思いますし、また、複数施設で考えているのか、それぞれ

単独での募集なのか、全国的に指定管理者制度の難しさが１０年以上経って言われて

きていますので、その辺をお聞きしたい。 

 

（スポーツ振興課長）体育施設への指定管理者制度の導入については、行財政改革プラ

ンにより検討し進めていくところです。現在、体育施設で指定管理をしているのは、

光ケ丘プールですけれども、水泳教室の収益がかなり大きいということで、高い収益

が見込める施設として先行して指定管理者制度を導入した経過があります。八幡地区

の八森野球場やテニスコートについては、鳥海やわた観光が観光資源と体育施設につ

いて一括での指定管理をしています。松山地区の眺海の森についても、観光を合わせ

て体育施設を含めた一括での指定管理を導入しています。それ以外の今回指定管理を

導入する施設についても、指定管理を導入することが可能かどうか、それがコストの

削減や利用者の利便性の向上に繋がるか検討を進めて参りました。実際、今回１１施

設の指定管理者制度を導入するわけですが、利用率の高い施設もあれば、低い施設も

あります。今回の１１施設については、それぞれの指定管理者の選定ではなく、一括

での指定管理ということで考えています。プールのような高い収益性を求めることは

難しい施設と考えていますが、体育施設の減免の規定もありますので、部活動やスポ

ーツ少年団という利用について、施設をどんどん使っていただくことはスポーツの振

興の観点から利用を拡大してほしいと思う反面、指定管理の側面からみますと、使っ

てもらっても利用料金の増には繋がらないことが挙げられます。今回は利用料金制を

取りまして、実際に指定管理者が施設の利用者を増やして、利用収入が増えれば指定

管理者の増益になります。現在の体育施設の稼働率については、平日の日中ですと空

いている施設が多いというのが現状です。その空いている施設を活用し指定管理者が

事業を実施して、例えば、子どもを連れたお母さんのスポーツ教室、競技スポーツと

いうことでなく運動という体を動かすという自主事業を行い、これまでスポーツに触

れることがなかった方を含めて、スポーツ事業を開催して、利用率を高め、利用料収
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入を上げていくということを考えています。今回の指定管理料の選定については、過

去３年間の利用料金、利用料収入、管理支出、その差額分について指定管理料とする

方針です。現在の利用料金が単年度平均で算定していますが、それ以上に利用料金が

増えれば、その分は指定管理者の収入になるという形を取っていますので、今回の指

定管理者の導入で体育施設のこれまで使っていないスペースを有効活用して、また、

１１施設の一括での管理ということになりますので、スケールメリットを持ちまして、

それぞれの施設でコスト減が図られればと考えています。 

 

（渡部委員）１１施設一括してということが分からなかったものですから、スケールメ

リットというお話もありましたが、すべて一括となるとかなりの金額・ボリュームに

なると思いますが、指定管理者になり得る団体は限られると思いますが、県外とかそ

ういうところ想定もあるのでしょうか。 

 

（スポーツ振興課長）現段階では、市内に住所を有する事業者ということで条件をつけ

ています。 

 

（岩間委員）１１施設一括しての指定管理について、酒田市でまかなえる企業のどこが

手を挙げるのか期待をしているところですが、酒田の文化施設の山王くらぶや旧鐙屋

も指定管理を受けて業務を行ったわけですが、今までの前例で指定管理料を決めても、

観光の流行とかで観光客が減ると身銭を削って指定管理をしなければならないとい

うことで、苦労されているという話も聞きました。施設を管理する料金、補修の費用

なども旧鐙屋は市がお金を出して修繕していましたが、市の体育館などはだいぶ古い

ようですし、そういった古い施設も全部受け入れて、直しながら利益がでれば、指定

管理者に入るということですが、トータルで均しても、大変なことが目に見えていて、

市民のための施設であって、どこまで企業のことを考えているのかお聞きしたい。 

 

（スポーツ振興課長）委員のおっしゃるとおり、経年劣化の部分がありまして、それぞ

れ、施設や備品の修繕が必要になってきます。今回、利用料金制を取るということに

しました。指定管理者の方で、修繕をしていただく部分もあり、１０万円未満の小さ

な修繕については指定管理者が行うということ、その予算についても、過去３年の実

績をみまして、それぞれの施設で１０万円未満の修繕の状況の平均値をとりまして、

指定管理料に含めています。１０万円を超えるような修繕については、これまでどお

りスポーツ振興課が担当する、予算を持つということで考えています。 

 

（岩間委員）選定委員会はどこでどのような方が組織されているのでしょうか。 
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（スポーツ振興課）市の内部組織です。副市長、教育部長も入っていいますが、各担当

部長となっています。、昨日、要綱と仕様書について、選定委員会で確認していただ

きました。実際に１０月下旬の選定委員会のときに応募ありました申請書についての

審査等を行いまして、指定管理者の決定をする流れとなっています。 

 

 

（村上教育長）他にございませんでしょうか。 次に、報告事項６についてお願いしま

す。 

 

（図書館長）報告事項６ 光丘文庫所蔵資料の移転に伴う図書館中町分館の臨時休館に

ついてご報告いたします。移転事業の概要についてですが、光丘文庫が所蔵する資料

雑誌等について、昨年度に引き続きまして、中町庁舎６階に移転するものであり、今

年度をもってすべての所蔵資料の移転が完了するものです。なお、昨年度は中央図書

館の空調設備の改修があり、その間中央図書館の日々雇用職員１０名ほどが中町庁舎

へ来て作業したのですが、今年度は光丘文庫職員４名のみによる配架作業となり、資

料整理に時間を必要とすることから、平成２９年９月２５日から平成２９年１２月２

８日までの３ヶ月間を休館期間とするものです。なお、今年度については雑誌・新聞

など残る１０万点をダンボール約２，０００箱に入れて移すということで、時間がか

かる予定です。また、配架にあたりましては、この１０万点の雑誌・新聞についても、

平成７年と平成１０年に調査をしています。それを再点検しながら配架していく状況

です。主な作業予定ですが、中央図書館のマイクロフイルムも合わせて中町分館に移

転をします。中町庁舎５階の空いたところに棚を設置し９月の下旬から梱包運搬して、

１０月下旬から約２ヶ月かけて配架という予定になっています。なお、この休館に関

しては、先日発行しました月間だより、９月１日号市広報、ホームページ等で周知し

ていく予定です。以上です。 

 

（村上教育長）ただいまの報告に、ご質問、ご意見などございましたらお願いいたしま

す。 

 

（村上教育長）他に事務局から報告事項はございませんでしょうか。 

 

（村上教育長）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。

委員の皆さまから何か報告等ございませんでしょうか。 

 

（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。 


