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第 10 回 酒田市教育委員会 会議録 

１ 日  時  平成２９年９月２９日（金） 午後１時３０分 開会 

午後２時５０分 閉会 

 

２ 場  所  酒田市役所３階 第一委員会室 

 

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１０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

委員に浅井委員と渡部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渡部委員

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。前回会議録の報

告は、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。 

 

◎ 議事 議第３５号 第３９回庄内文化賞受賞者の決定について 

     議第３６号 酒田市指定有形民俗文化財の指定について 

 

(村上教育長）次に日程第４ 議事に入ります。初めに議第３５号 第３９回庄内文化

賞受賞者の決定について を議題といたします。これについてご提案願います。 

 

◎ 開議 
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(社会教育文化課長）議第３５号 第３９回庄内文化賞受賞者の決定についてご説明申

し上げます。次のページの推薦調書を合わせてご覧ください。受賞者は、本間勝喜氏、

部門は学術部門になります。庄内文化賞につきましては、昭和５４年に設定したもの

でありまして、庄内地方に居住し学術、美術、音楽、演劇、舞踊等の活動において優

れた成果をあげた個人、又は団体を顕彰するものであります。提案理由といたしまし

て、８月２２日に第３９回庄内文化賞候補者選考会を開催いたしまして、次ページに

ありますとおり、本間氏の業績内容は顕著なものがあるということで受賞候補者とし

て本間勝喜氏を推す意見を得ましたので、その決定について教育委員会の議決を求め

ようとするものであります。なお、同時に選考いたしました第３４回阿部次郎文化賞

につきましては、推薦なしということで受賞候補者なしということを申し添えさせて

いただきます。以上、よろしくご審査をお願いいたします。 

 

（村上教育長）功績につきましては、お手元の資料で確認していただけると思いますけ

れども、選考委員からは功績についてどのような声が上がったのかもう少し教えてく

ださい。 

 

（社会教育文化課長）受賞候補者として推薦が２名あった訳ですけれども、こちらの本

間氏が受賞候補者として推薦されたということは、学術という部門についてなかなか

表彰される機会がないのではという委員の皆様からのご意見がございました。学術部

門から推薦があったということで是非こちらを候補者として挙げていただきたいと

いう意見がありました。 

 

（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など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３５号 第３９回庄内文化賞

受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。 

 

（村上教育長）ご異議なしと認めます。よって議第３５号は提案のとおり決しました。 

次に議第３６号 酒田市有形民俗文化財の指定について を議題といたします。これ

についてご提案願います。 

 

（社会教育文化課長）議第３６号 酒田市指定有形民俗文化財の指定について提案させ

ていただきます。名称は天楽人形芝居、所有者は酒田市長、所在地は酒田市一番町８

番１６号、資料館になります。提案理由につきましては、次ページをご覧ください。

９月１５日に開催されました文化財保護審議会におきまして、本書の通り答申を受け
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ましたので酒田市文化財保護条例第２１条第１項の規定により、酒田市有形民俗文化

財として指定し、文化財の適切な保護を図ろうとするものでございます。以上、よろ

しくご審議いただきますようよろしくお願いいたします。 

 

（村上教育長）前にもご紹介してきたという経緯がございます。このたびは、指定をす

るための議決を求めるものです。この提案に対しましてご意見や、ご質問はございま

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３６号 酒田市有形民俗文

化財の指定ついて 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３６号は提案のとおり決しました。 

 

◎ 教育長報告 

 

（村上教育長）次に日程第５ 教育長の報告を行います。今回、私からの報告は、平成

２９年度全国学力・学習状況調査の結果について報告をいたします。お手元の教育長

報告の資料をご覧ください。 

  このたびの学力・学習調査についてまず最初に国の公表の仕方について説明を申し

上げたいと思います。これまでの国の公表と違ったスタイルをとることになりました。

平均正答率の公表が競争を煽らないようにしたいという目的から、国では各都道府県

の分につきまして小数点以下を四捨五入した数値で公表をしています。市町村ごとの

数値につきましても同様に小数点以下を四捨五入した数値で公表をしています。新聞

等で、たとえば山形県の結果がどうであったかというときに、幅を持たせた公表の仕

方、何点から何点以内の範囲にあるだろう、これは四捨五入しているからなんですけ

れども、幅を持たせた公表をしていましたので、酒田市の公表の仕方をどのようにし

た方がよいか、事務局の学校教育課を中心に検討して参ったところです。結論から申

しますと、公表のスタイルとしては、今までの公表とほぼ同じ表現をすることにしま

した。市町村の結果が四捨五入で出ているのに、なぜこのように今までと同じような

ことが出来るかといいますと、問題の正答率を各年代ごとに調べ出してそれをもとに、

ほぼこの点数なのではないかを、酒田市の平均正答率を独自の方式で算出しています。 

 国がこのような公表の仕方をした理由は、先ほど言いましたように小数点まで出しま

すと、序列化を煽ることになるということでしたので、それで四捨五入した形で表し

ています。酒田市はこれまでの序列化にならないように、今までのように約何ポイン

トというふうに小数点以下切り捨てのスタイルを取っております。ですので、序列と

いう点ではクリアできるのではないかと思っています。ただし、酒田市の実態をより
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正確に、独自に算出した上で、序列化が生まれないようにこれまで通りのような小数

点切捨てのスタイルで公表することにしました。 

それでは、具体的に小学校の国語と算数、中学校の国語と数学、それから学習状況

の調査のうち酒田市が重点的に注目している項目、そして結果を公表している項目に

ついて説明したいと思います。まず、最初に小学校の国語から申し上げたいと思いま

す。まず一番上にあります全体と書いてあるところですけれども、これは小数点以下

を切り捨てております。Ａ問題、主として知識に関する問題の酒田市の平均正答率は、

全国の平均正答率より約１ポイント上回っております。Ｂ問題、主として活用に関す

る問題は、酒田市は全国より約２ポイント下回っているということです。学習指導要

領の領域というのがありますので、今ここの部分で少し説明しますが、例えば、話す

こと聞くことのＡ問題では、全国が６９．２に対して、酒田市が６６．９という見方

になります。伝統的な言語文化、Ａ問題では全国が７８．０に対して、酒田市が８１．

０でプラスということになります。問題形式は、短答式という短い答えで○×である

とか、選択などの問題と、記述式という答え方の問題があるわけですけれども、Ａ問

題では短答式、Ｂ問題では記述式が全国平均を上回っている。記述式では、あきらめ

ないで答えようとしている姿勢も見られるのではないかと思っています。そして、具

体的な問題、比較的良くできたところ、課題があるな、なかなか全国に比べて伸びな

いというところを分析している訳ですけれども、Ａ問題では漢字を正しく読む・書く

ことが良くできている、また、ことわざの意味なども良くできていました。全国に比

べて振るわなかった問題としましては、手紙の書き方というのが良くありませんでし

た。では、具体的にどういう問題だったのかということをご覧になって頂きたいと思

います。お手元の別の資料に、小学校国語の課題が見られる問題で、中学校も含めて

４ページになっている資料をご覧いただきたいと思いますけれども、一番最初が今申

し上げた手紙の書き方に関する問題の実際のものでございます。山村さんの手紙があ

り、一番最後に手紙の形式としましては、□のあ・□のい・□のうにどんなことを書

くかという問題です。正答は あ には日付を入れる、い には自分の名前を入れる、

う には相手の名前を入れるというのが正解です。これが振るわないということにな

ります。なぜだろうと分析はいろいろあるのですけれども、１つはその手紙を書き慣

れていないのではないか、あるいは学校で手紙の書き方の指導がきちんとなされてい

ないのではということですね。あるいは、もしわからなくてもわからないから諦める

よりは、上に書くのは相手の名前なのか、下に書くのが相手の名前なのかいろいろ考

えて推察する思考力もあるのかと思ったりしますけれど、手紙もコミュニケーション

の手段として基本的な力の中に入れて指導する必要があるのかと思います。先ほどの

大きなプリントの方に戻りますけれども、Ｂ問題では登場人物の心情や場面について

の描写を理解するというのが比較的良くできていました。自分の考えをまとめるとい

う記述からは全国平均に比べて伸びなかったという風に分析しています。昨年度と比
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較がございますが、これはこの資料には表れていません。経年の変化については表れ

てないので私の方から口頭で説明いたします。Ａ問題では、去年は全国平均とほぼ同

じ、今年は１ポイント上回るという結果です。Ｂ問題については、去年はやや下回り、

１ポイント未満下回っていて、今年は、約２ポイント下回り、Ｂ問題がまた少し下が

ったという状況でございます。次に、小学校の算数について申し上げたいと思います。

まず全体から、Ａ問題については全国より約１ポイント下回り、Ｂ問題では、全国よ

りやや下回っているということです。学習指導要領や問題形式については省略をした

いと思います。Ａ問題で良くできていたと思われるのは、二次元表に分類整理するこ

と、それと情報で表すことが良くできていたと思いますが、うまくいかなかったのは

重さ長さに任意単位による測定をもとに比較するという問題があったのですけれど

も、それはうまくいかなかった。Ｂ問題でよかったのは、資料から必要な数値を選ん

で求め方と答えを記述するという形式がありましたけれども、これはよくできた。Ｂ

問題でうまくいかなかったのは、仮の平均の考え方を活用して測定値の平均を求める

というところです。先ほどの問題用紙の２ページをご覧ください。５年生の量と測定、 

平均を求めるという問題です。ゴムの力で動く車を作って、１回、２回、３回と合計

５回車を走らせます。この平均をどうやって求めるかということですけれども、まず

は全部の進んだ距離を全部足し算して回数で割るということがあります。次に、７メ

ートルはみな同じだということから、７メートルの他の部分だけを平均して７メート

ルに足し算するというやり方があります。次に考えなければならないのは、７メート

ルの代わりに７メートル２０センチを超えた部分に着目しても平均は求められます。

７メートル２０センチが最低の記録なので、そこを基準にしてそこからどれだけ他が

多かったかの平均を求めればといった時に、どうやって平均を求めるのですかという

質問でした。なかなか普段はこういった問題はないのですが、これがうまく答えられ

ないのです。それではまた元に戻りますけれども、経年変化を申し上げます。算数の

Ａ問題で去年は約２ポイント下回っていましたが、今年は１ポイント下回るというふ

うに変わりました。Ｂ問題は、去年も今年も１ポイント未満下回るという状況です。

それでは、資料の裏側にいきます。これは、学習状況等のさまざまな質問項目があり

まして、そのたくさんの項目の中から選んでお知らせしているものです。教科の好き

嫌いとか役立ち感、それから、自分の考えを発表したり他の人の意見を聞いたりする

というところを酒田市では取り立てています。まず、経年も合わせて申し上げますと、

国語が好きだという子どもの割合は６５．８、全国は６０．５、去年は６４．８でし

た。国語は将来役立つと思うか、思うと答えた生徒は９０．４、全国８７．９、去年

は８７．３でした。算数は好きだ６１．２、全国６５．９、去年は酒田市と同じで６

１．２です。算数は将来役に立つ９０．３、全国８９．１、去年は８５．４ですので

良くなっていると思います。自分の考えを発表する５０．６、全国５２．２、去年は

５０．０、意見をよく聞く９５．７、全国９４．３、去年は９２．５でした。次に、
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自分自身にかかわる質問ですけれども、自尊感情の部分は７７．７です。去年は７２．

７、全国は７７．９、思いやりについては、去年も今年も８４．５、全国８５．３、

将来の夢を持っているかは８９．５、全国８５．９、去年は８３．１で、ちょっと良

くなってきています。同じ子ども達ではないので単純な比較はできないのですけれど

も、挑戦しようとしているかが７９．２、全国７７．４、去年は７６．１、地域の行

事に参加するかが８５．６、全国６２．６で、この点については酒田の子ども、地方

の子どもというのは地域に深く関わって、行事に参加したりします。去年は８７．９

ですので、若干数字は落ちてきています。規範意識、ルールを守るは９４．０、全国

９２．６、去年は９３．４。次に読書で８０．８、これは去年と同じで、全国は７４．

３です。学力向上の三本柱のうち学習習慣、それが伸びないものですからそこを追い

かけているのです。家庭学習を自分で計画しますという人は７５．９、全国６４．５、

自分で計画するということは、昨年７０．０から７５．９ですので自分で計画すると

人が増えています。家庭学習１時間以上は７５．３、全国６４．４、去年が７１．９

ですので、７５までなったということは１時間勉強するという子どもが増えました。

では２時間以上勉強するということですけれども、酒田２０．３、全国２７．１です。

全国より低いのですが、今年の２０．３は去年の１４．８よりも伸びています。携帯

スマホ１時間以上するについては、今年１９．０、去年１８．９とほぼ同じ横ばいで

全国２０．５です。テレビ・ＤＶＤを見る時間が酒田は長いという課題を持っていま

すが、今年は５９．８ですけれども、依然として全国の５５．７よりも長い。ただし、

去年は６５．７でしたので少しは減ってきています。ＴＶゲームですけれども今年は

３１．７、去年の３３．３からは少し減ってきています。全国は３１．１です。 

そういったことから見ると、教科を好きになってくる傾向というのはある程度見え

るのではとも思いますし、授業のスタイルとして発表したり他の人の意見を聞いたり

するというのは徐々にですけれども、ある程度授業改善が進んでいると見えると思っ

ています。家庭学習は今言ったような通りですので、少しずつ改善できないかと思っ

ています。以上が小学校でございます。では、十分ではないですけれども中学校の方

を申し上げたいと思います。まず国語です。全体について申し上げますと、Ａ問題は

全国より１ポイント下回っていて、Ｂ問題は全国より約２ポイント下回っているとい

うことです。うまくいかなかった問題については、Ａ問題では相手に分かりやすいよ

うに語句を選択して話す問題で、具体的な問題３ページの方ご覧ください。この問題

は全部を読まないとなかなかつかみきれない問題なのですが、森さんという人と先生

が会話をしているのですけれども、森さんが言いたいことを先生が正確にキャッチす

るまで、いくつかのやり取りをしてそういう本を探しているのですねということがわ

かるのですが、もっと早くわからせる方法がなかったのかという質問です。正答例を

見てみますと、１冊は探しているのですけれども、もう１冊は小説以外の本でこうい

う本があればいいということなのですが、それがずっと後の方なのです。そうすれば
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最初から小説以外のという言い方をすれば適切な言葉の使い方ですという質問なの

です。普段自分でもうまく説明できないものですから、結構難しいのではと私は思い

ました。良く考えれば大丈夫な問題なのですけれども、中学生の問題としては正確な

言い方、正確な質問の仕方ですね、興味がある方はまた改めて読んでいただきたいと

思います。Ｂ問題の方では、登場人物の描写に注意したり、内容を理解したりするの

は良かった半面、論理的な構成や展開に注意して聞くということについては落ちてい

ます。昨年との比較を申し上げます。Ａ問題では去年はやや１ポイント未満下回って

いたのですけれども、今年は約１ポイント下回っています。Ｂ問題は去年１ポイント

下回っていたのですけれども、今年は約２ポイント下回っている状況です。次に数学

です。Ａ問題は全国よりも約４ポイント下回っています。Ｂ問題は全国より約３ポイ

ント下回っていまして、ご理解頂いてるとおり下回ってるポイント数が大きいのでこ

こは依然として課題だと思います。それではどういう問題ができていて、できなかっ

たのかということですけれども、Ａ問題については分数の乗法の計算、正負の数の計

算が上手くいき、用語の意味、文字式で表す、扇型の弧の長さというのが上手くいき

ませんでした。Ｂ問題では、与えられた表やグラフから情報を読み取るのが良かった

が、数学的な表現を用いて説明する、筋道を立てて証明、図形の証明ですけれども、

これが落ちていたと思います。その例にあたるのが４ページです。これは扇型ですね。

円周を出して中心角が１２０度なので、３６０度に比較すれば３分の１でということ

がわかればいいのですけれども、これが意外にできなかったのです。全国と比べて差

があるのです。なんでなのかと思うのですけれども、これは複雑な問題ではなくて、

ちょっと気になったのは、県で結果を分析した時に比較的単純な計算なども間違いが

結構多いと県が発表したのですけれども、基本的なことが抜けているのかなと思いま

す。それでは、経年の変化を申し上げます。Ａ問題はほぼ去年と同じで約４ポイント

下回っています。Ｂ問題は去年約５ポイント下回っていたのに対して今年は約３ポイ

ントなので下回り方の幅が縮まって５から３になりました。これもまずは良かったと

思っていますけれども、依然として課題であることには変わりないと思います。それ

では学習状況調査等について説明申し上げます。裏側になります。国語が好きかは５

６．９とほぼ全国並みと去年とあまり変わっていません。役立つかは８１．５で、去

年の８３．７よりもちょっと下がりました。全国８３．３です。数学は好きかが５５．

５で、去年５２．８でした。全国５５．４です。数学の課題を考えると、まず好きだ

という生徒が増えていることは、もっと良くなるかもしれないということが期待され

るうれしい数値です。将来役立つかについては７２．７で 4、これは全国並みですけ

れども去年とほぼ変わりありません。考えを発表するか５０．０で、これも全国並み

で去年とほぼ変わりません。意見を聞くかは９５．７で、去年より若干良くなってい

まして、全国よりも良くなっています。自尊感情７０．１は、去年とほぼ同じです。

思いやり８３．８で全国並みで去年よりは２・３ポイント下がりました。将来の夢は、
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全国並みですけれども去年よりは少し４ポイント程下がりました。挑戦欲７０．４は

去年より少し伸びました。地域への活動６８．８は、依然として高く、去年の６６よ

りも高くなりました。規範意識９３．６は去年とほぼ同じです。全国は９５．２です。

読書ですけれども、全国よりも高いのですけれども去年よりは３ポイント程下がって

います。課題だった家庭学習ですけれども、自分で計画するかは５７．６になってい

まして、去年の５３．７より良くなったなということです。家庭学習１時間は去年と

同じで全国よりちょっと低く、２時間は２４．３で去年よりもちょっと下がりました。

全国３５．４です。依然として中学生の勉強時間は全国の方が勉強しているというこ

とです。携帯・スマホ１時間以上は５１．５で」若干増え、ほぼ全国並みです。ＴＶ・

ＤＶＤは去年５４に対して今年は５２．６で、全国は４９．１です。ＴＶゲームは４

１．４で、去年の４３．４よりは下がりましたけれども、まだ全国よりも多いです。

今後の対応についてですけれども、各小学校、中学校別に今後の教育委員会としての

対応策がありますが、まずは酒田地区の３本柱と言われるところをしっかり推進して

いきたいと思っているところです。学力向上推進会議でも、例えばＱ－Ｕの成果が

徐々に表れてきていること、研究委嘱をした学校の様子が非常に良くなってきている

という成果が報告されていますから、私としては大変うれしく思っているところです

けれど、全体の平均点を変えるまでには至っていないという状況なので、良いことを

続けていきたい。合わせまして、例えばここに直接表れない英語の問題ですとか、Ａ

ＬＴの８人とかそういったことも含めて発表環境を整えていきたいと思っていると

ころです。各学校におかれましては、どのような対応をしてるかが非常に大切なこと

です。過去の実態もかなり違います。全部が全国平均を上回っている学校もあれば、

かなり厳しい学校も実際あるのです。学校ごとに取り組む対応があるのですけれども、

本来学校が子どもたちの実態に合わせた対応策を取っていくことが一番大事だと思

っていますので、今後それぞれの対応策については、県教委がすべてモニターしてい

るものがありますから、それに合わせて別の形式で書いてもらうことはせずに、学校

の対応は今集約して挙げてもらうことになっているのですけれども、どんな対応を考

えていくのかというのが今後報告されるのかと思います。私としては、全国平均には

なりませんけれども、全国平均自体は揺れるバーで、基準ですので、階層の部分が平

均して今年で１０年になりますけれども、ものすごく縮んできたのです。縮んできた

ということは平均が上がっているというふうに単純に言えると思います。そうすると

山形県も酒田市もやや右肩下がりの状況が見られるのは、やはり全国の頑張りように

対しては、頑張り方としては追いついている。右肩下がりだからといって、学力がど

んどん落ちてきているということではなくて、全国平均のバーが動いていると、同時

に考えていかなければならない。今後の対応についてはしっかりと、今日はここまで

の報告で引き続き対応を取っていきたいと考えています。以上でございます。 

  非常に長い時間かかりましたけれども、私の報告につきましてご質問・ご意見を伺
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いたいと思います。何かありましたら遠慮なく言って頂きたいと思います。 

 

（浅井委員）今回は資料を事前に配布して頂いてありがたかったと思います。全国平均 

との差を比べた経年の折れ線グラフを見てみますと、去年に比べて算数も数学も右肩 

上がりになっています。全国平均から比べてはまだ低いのですが、各学校の頑張りが 

見られ嬉しかったところです。が、国語が右肩下がりになっています。市内小学校で 

は算数の指導に力を入れています。国語の指導にちょっと力が抜けてしまっているの 

かと少し危惧しているところです。この調査は問題も子どもも毎年異っているのでー 

概には言えませんが、算数・数学には上向きの傾向が見られたこと、そして学習状況 

調査の結果等から考え、これからの市全体の学力向上に期待していきたいと思いまし 

た。 

    

（岩間委員）今、中学３年生の息子がおりまして、なんのために家庭学習をするのか、 

やらなきゃいけない理由がわかればたぶんするとは思うのですけれども、１日学校に 

いて勉強してきたことを復習するのですよとか、自学のスタイルはどういう風にして 

るかわかりませんが、なんでするのかというのを教えてあげて、勉強の仕方・意味を 

教えてあげるだけで、できる子はできるのかなと思います。そういった大切さややり 

方、コツなんかを親にも入学してすぐに教えてもらえるといいのかと思います。子ど 

ももやりたい気持ちに火が付けば、どんなことでもやるのだと思いました。それをみ 

なさんにまんべんなく教えてあげられればいいかと思いました。 

 

（渡部委員）非常に興味を持ったデータで、小学校・中学校とも地域とのつながりが酒 

田のパーセンテージが高い。ということは、地域への想いというのは高いにも関わら 

ず、酒田への定着率が低い、この矛盾したデータを考えなければいけないと思います。 

魅力のある職場が少ない、そこがやはり大きいと思います。それに答えていくために 

我々大人が魅力ある職場をどんどん増やしていかなければいけないとこのデータを 

みてつくづく思いました。 

 

（浅井委員）ある小学校の先生が、ＡＬＴの派遣の回数がちょっと少ないのではと、自 

分たちはもっと使いたいんだけれどもという話が聞こえてきました。 

 

（学校教育課長）今の考えでは、５学級以下の小学校には２０時間という割り振りをし

ています。５学級以上あるところについては、２日間で全部の学級にＡＬＴが入ると

いう考え方をしています。そうした時に、５学級以上の学校は５校くらいしかないの

ですけれども、そこには４０日という形で、１日で全部入れないということから２日

間で授業に出るという計算をしているのですけれども、２０日間の学校と４０日の学    
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校との間で、どれくらい差が生じてしまうのかということを少し考えておく必要が

あると考えております。２０日と４０日では学校によってかなり差があるではない

かという意見も頂いておりまして、どういう風になるのかというのを検討している

ところであります。 

 

（村上教育長）英語の授業が年間３５時間と年間７５時間ですよね。３５分の何回Ａ

ＬＴが入られるのでしょうかということですよね。期待よりは回数が少なくはない

かという現場の声もあるということを伝えてもらってるので、私たちとしては、中

学校の授業を充実させながら、さらに小学校にどの程度配置できるかという風に考

えています。 

 

 （浅井委員）小学校も熱意をもって取り組もうとしてますのでぜひできるだけお願い

します。 

 

（村上教育長）少し整理して、学校側の声も聞きながら進みたいと思います。ありが

とうございました。のちほど今の部分整理できましたらまたご連絡できるかと思い

ます。他にございませんでしょうか。 

 

◎ その他 

 

（村上教育長）それでは、日程第６その他に入ります。報告事項１ 平成２９年９月

定例市議会における質問状況について、教育部長より報告をお願いします。 

 

（教育部長）平成２９年９月定例市議会における質問状況について、報告いたします。

代表質疑でございますけれども、田中廣議員から平成２８年度酒田市一般会計歳入

歳出決算について、教育支援員充実事業や評価についてどのように考えているのか

という質問がございました。この件につきまして、今回本市では年１回のアンケー

トを実施するとともに、教育支援員が実際に見てきた個別な支援が必要な児童生徒

の学習の成立と、担任においてはクラス全体の指導が充実したとの効果が得られた、

大切な学力の要素である学習に向かう意欲や他の児童生徒とともに活動できる力

の育成に大きな成果が表れているとのことです。続きまして、３ページ目ご覧くだ

さい。高橋正和議員から、ひらた生涯学習センターの今後の運営、宿泊施設の利活

用、施設利用の拡大についてのご質問がありました。ごれについては社会教育施設

としての使用が基本となりますが、地域の活性化のためには施設のあり方や指定管

理を含めた運営体制について、平田総合支所やコミュニティ振興会、地元のＮＰＯ

とも連携して検討していきたいと答弁しています。次に４ページ目をご覧ください。
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阿部ひとみ議員からは英語教育の充実と外国語活動について質問がありました。平

成３２年度の学習指導要領の改訂に向けた取組みや本市在住の外国人の人材活用

について、デラウエア市との交換留学、ＩＣＴ活用、幼児の英語教育などさまざま

な観点から英語教育に関連した質問がありました。学習指導要領の改訂に向けた取

組みについては、外国語活動研修会の開催や県の指定を受けた小中学校連携による

英語教育推進事業への取組み、ＡＬＴの増員による対応等を行っていること、外国

人の方々の活用については、地域人材交流講座を用いての英語の授業への協力、観

光ボランティア通訳の養成の講師などの実績を答弁しています。デラウエア市との

相互交流については、相手側との意向を踏まえて検討していきたい、ＩＣＴ活用に

ついては、ＣＤを使った発音練習や外国の映像を見て文化に慣れ親しむような活動

を行っていること、幼児の英語教育については、生涯学習全般の視点から検討して

いきたい旨答弁しています。また、阿部議員からは、食品ロスの削減について、学

校給食等での啓発の必要性についての質問がありました。これについては、小学校

の給食で栄養教諭が各学校を巡回し、食材の栄養の話をするほか、作ってくれた人

に感謝して食べる教育活動を行っている旨答弁しています。荒生令悦議員からは、

複式学級の方向性についての質問がありました。。これについては、市の大きな方

針として解消に努めるとしており、現在複式学級がなされている地域の学校統合に

ついては地域の方々と話し合いをし、理解と合意が得られるように丁寧に進めてい

きたい旨答弁しています。また、荒生議員からは八森パークゴルフ場の拡張の調査

経過、調査結果、拡張の可能性や今後の目処について質問がありました。これにつ

いては、市長から昨年より継続して今年の４月から９月にかけて、鳥、植物、蝶の

専門家から調査をしてもらっており、結果がまとまり次第、パークゴルフ利用団体

や自然保護活動団体と意見交換を行い、パークゴルフ場周辺エリアに新たなパーク

ゴルフ場を整備できないか検討していく。それから、可能性、目処については、周

辺のテニスやグランドゴルフ場をパークゴルフ場として使用する場合、使用団体と

の調整等が必要になり、その場合、代替施設ということも考えられることから、時

期については明言ができない旨答弁しています。佐藤猛議員からは学校施設の災害

時の活用に関連して耐震化率についての質問がありました。これについては、平成

２９年４月１日現在、建物で中学校１００％、小学校で９５．５％がなされ、吊り

天井、照明器具、ガラスブロックなどの非構造部材については、致命的な事故につ

ながりやすいものなどから順次進めていき、現在、吊り天井は、撤去工事が終了し、

ガラスブロックについても、改修を行っている旨、答弁しているところです。次に

５ページ目をご覧ください。進藤晃議員からは、本市の学校教育と学力についてで、

全国学力テストの結果と分析、学力向上の取組み、並びに高校進学の選択について

質問がありました。結果と分析については、全国平均正答率を小学校の国語Ａで１

ポイント上回ったものの、他の問題は下回っており、漢字や計算問題に関しては、
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正答率が高かったものの、記述に関する問題では依然として課題が見られる、取組

みとしては、学力向上推進会議での有識者から意見をいただき、ＱＵアンケートの

実施とともに研修会を行ったり、単元研修の委嘱、先進校の県外視察や師範授業な

どの取組みをしてきていること、一部の学校や一部の教科で成果もでてきており、

継続して取り組んでいきたい旨答弁しています。高校進学の選択については、生徒

や保護者の希望を把握しながら、進路指導をしており、概ね生徒の意向が反映され

た進路選択ができていると捉えているところです。次に６ページをご覧ください。

江口鴨子議員からは、本市の図書館についてで、駅前に整備されるライブラリーセ

ンターの効果、管理運営の考え方、市民協働のあり方について、並びに光丘文庫の

今後について質問がありました。効果については、ライブラリーセンターの基本方

針のもとで、サービスの充実や新しい取組みを進め、子育て世代や若者、高齢者や

障がいのある方等、多くの市民の方々の利用していただける施設を目指したいとい

う意向、管理運営体制については、サービスを向上させていく一方で、財政運営等

にも考慮した最適な持続可能な運営方法を取っていきたいと考えている。県内、全

国の事例を参考にして、メリット、デメリットを整理しながら、現在検討を進めて

いるということ、市民協働のあり方については、基本計画の策定にあたっては、さ

まざなワークショップの開催や図書館ボランティア団体など各種団体との意見交

換等を行い、構想のなかに反映できる部分は反映させていただいたこと、現在、読

み聞かせボランティアなど、多くの方々に運営にご協力いただいているが、今後も

図書館ボランテイィアの方々の協力を得ながら図書館運営を行っていきたい旨答

弁しています。光丘文庫の今後については、国の文化財指定を目指すために、光丘

文庫の活用方針を検討し、文化財の種類について今年度中に検討する必要がある、

建物の修繕については、文化財指定を目指す中で修繕計画も合わせて検討していき

たい旨答弁しています。武田恵子議員からは、働き方改革の推進についてに関連し

て、健康診断に対する意識、部活動指導のあり方について質問がありました。健康

診断に対する意識については、本市の県費負担教職員の件になるわけですが、受診

率は１００％でしたが、再検査受診率は８１．８％とで、県平均よりも低く、職員

会議等で再検査受診の重要性を話し、さらに管理職は繰り返し指導することとして

いる旨答弁しています。部活動指導のあり方については、学校教育法施行規則の一

部の改正によりまして、部活動指導員の設置が可能になりましたので、任用形態、

勤務条件等については、市町村が定めることになっており、十分な検討が必要との

認識を持っていること、本市としても、部活動指導に係るアンケートの実施を計画

しており、今後、実態把握、分析し問題点を整理していき、年内には教育委員会と

しての方向性を示したい旨答弁しています。以上、９月定例会の質疑、答弁の内容

になります。詳細については、８ページ以降の個別の答弁の用紙をご覧いただけれ

ばと思います。 
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（村上教育長）ただいまの報告に、ご質問、ご意見ございませんでしょうか。 

 

（村上教育長）それではないようですので、次に進みます。報告事項２についてお願い

します。 

 

（企画管理課長）それでは報告事項２ 平成 29 年度私立高等学校生徒授業料軽減補助

金の交付決定についてご報告いたします。申請件数２７４件で、それに対しまして交

付決定をした件数は９３件となっていまして、交付決定をした割合は３３．９％とな

っています。昨年と比較しまして１．３ポイントアップとなっています。金額ベース

では交付決定額３，４２０千円で、昨年と比較しまして０．７パーセント下がってい

ます。交付決定の内訳については、３の交付決定者数に記載のとおりです。なお、こ

の補助制度については、平成２８年度の点検評価で良い制度ではあるが、要件が複雑

で申請者が利用の可否の判断を行うのが難しいというご意見をいただいていますの

で、内部でどのようにできるか検討しています。以上です。 

 

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

報告事項３と報告事項４について続けてお願いします。 

 

（学校教育課長）初めに報告事項３ 創意工夫展の表彰について報告いたします。９月

８日から３日間にわたって創意くふう展が開催いたしました。審査会は８月３１日に、

表彰式は９月２４日に行ったところです。表彰者一覧を記載していますが、応募数は

２２７点、内、小学生が２２６点、高校生が１点の応募でした。記載の特選２０点、

入選６０点のうち１０点、合わせて３０点を県展に出品する予定です。なお、県展は、

１０月２０日から１０月２２日まで長井市で開かれる予定です。 

  続きまして報告事項４ 物品の取得について報告いたします。田沢小学校・東部

中学校の遠距離通学用バス（平田スクールバス３号車）の経年劣化に伴う更新の取

得です。中型バス１台、条件付き一般競争入札による取得です。取得金額は１，４７

７万１，５００円で取得の相手側は、酒田市両羽町１番６ 荘内自動車工業株式会社           

代表取締役 阿部 昇氏です。以上です。 

 

（村上教育長）ただいま報告事項３と４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。 

 

（村上教育長）次に、報告事項５、報告事項６についてお願いします。 
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（社会教育文化課長）報告事項５と６について報告いたします。 

  初めに報告事項５ 酒田市生涯学習まつり２０１７の開催についてです。生涯学習

まつりについては、市内で活動している生涯学習サークル・団体が、日ごろの学習の

成果を発表する年に一度の祭典として開催し、団体相互の交流と親睦を図ろうと実施

するものです。開催期間については、１０月２０日から１０月２２日までとなってい

ます。場所は総合文化センター、参加団体数は５３団体、開幕式典として、１０月２

０日に１０時から１０時２０分までに１階モールで式典及び酒田報恩会保育園児に

よる記念演奏を予定しています。 

  続きまして報告事項６ 希望ホール自主事業アウトリーチです。 指揮者の工藤俊

幸氏による合唱指導についてです。概要については、酒田市出身でプロの指揮者とし

て活躍されている工藤俊幸氏より、各校で実施している合唱コンクールの曲をご指導

いただきます。このたびの取組みは、希望ホール自主事業企画運営委員会の地元出身

アーティスト支援事業の一環として行うものであり、本市出身のアーティストを地元

の子どもに紹介し、プロの指導を受けていただいて、高いレベルの音楽性を目指す動

機付けとなることを目的に実施するものです。対象は市内の中学校で校長会をとおし

て公募しまして、４校実施する予定です。実施日は１０月１１日と１２日の２日間、

実施校は鳥海八幡中学校、第三中学校、第一中学校、東部中学校です。以上です。 

 

（村上教育長）ただいまの報告事項５と６の報告について、ご質問、ご意見ございまし

たらお願いいたします。 

 

（村上教育長）次に、報告事項７と報告事項８についてスポーツ振興課よりお願いしま

す。 

 

（スポーツ振興課長）８月の教育委員会において報告いたしましたが、報告した内容に

変更があったことから、その修正点についての報告となります。今回の体育施設への

指定管理者制度の導入について修正に至った経過について、当初１１施設を対象とし

て一括して指定管理を行うこととしましたが、庁内関係各課との協議、議会への報告

等のなかで、施設の確実な管理、運営の可否、応募事業者の有無等について懸念され

る意見が多かったことから、それらの意見を踏まえ庁内で再度精査した結果、生涯ス

ポーツ教室開催に適していること、確実な管理運営が計れること等を勘案し、今回の

対象施設を３施設とし、今後その効果の検証を行い、光ケ丘地区の施設への導入を検

討することとしたものです。また、今後の日程については、公募期間を半月遅らせる

ことなど修正を行ったものです。別添の資料について要点を説明させていただきます。

市体育施設のあり方では、体育施設のスポーツ推進計画や行財政改革推進計画におけ

る位置づけを記載しています。また、現在の指定管理の導入状況を記載しています。
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今後の指定管理者制度導入の考え方では、指定管理の導入目的、今後の導入の考え方

について記載しています。導入の目的としては、施設の空き時間を活用し、スポーツ

教室等を開催してもらい、子どもから大人までが運動に親しむきっかけを増やし、住

民サービスの向上を図ることを大きな目的としています。また、平成３０年度から指

定管理者制度を導入する施設は飯森山周辺地区の３施設、市体育館、国体記念体育館、

隣接する飯森山多目的グラウンドとしています。指定管理者制度の導入予定施設では、

施設の概要と過去３箇年の収支状況を記載しています。指定管理料の上限枠を年額４，

６０４万６，０００円としており、この算出方法として原則的に経費から収入を差し

引いた金額をベースとしています。利用料金制を取りますので、利用料収入が増えれ

ば、その分だけ指定管理者の収入としては増となります。また、１０万円以下の小修

繕については、指定管理者が実施することとしています。スケジュールとしましては、

公募期間を９月１６日から１０月１６日までとし、申請書の提出期限を１０月１６日

まで、指定管理者選定委員会を１１月上旬に、指定の議決を１２月定例会、管理の開

始を平成３０年４月１日としています。裏面の６以降については、参考資料を記載し

ていますが、指定管理者制度の導入予定施設の状況、指定管理者制度の導入に係る規

定及び検討、管理運営の考え方を記載しています。 

 続きまして、報告事項８ 第６回酒田つや姫ハーフマラソン大会の開催について

お知らせいたします。つや姫ハーフマラソンについては、４月のアーリーエントリー

受付開始の時に報告させていただきましたが、来月１０月の開催に向けて、エントリー

状況等について報告いたします。参加申込の人数は全体で１，７８２人、前年比１４９

人の減となっています。１０月には県内だけでも９つのマラソン大会が開催されること

から、その影響もあると考えています。警備、ボランティアスタッフとしては、昨年度

同様に約７００人となっていまして、市職員からも１７０人程度、体育振興会・スポー

ツ推進委員会からも２６０人の協力を要請しています。なお特記事項のとおり、東京マ

ラソン２０１８との提携大会となっています。また、ゲストランナーはつや姫大使の野々

村真さんで１０㎞に出場予定です。もてなしの一貫として、商工会議所青年部の協力に

より、県外参加者に対して、どんしゃん券５００円をプレゼントし、酒田どんしゃんま

つりとの交流を図ります。以上報告といたします。 

 

（村上教育長）報告事項７と８の報告に、ご質問、ご意見など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。 


