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（村上教育長）ただいまから、平成３０年第２回酒田市教育委員会定例会を開会いたし

ます。本日は全員出席でありますので、直ちに会議を開きます。本日は、傍聴を希望

する方が１名おり申し出がございました。これを許可いた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、傍聴を許可いたします。 

 

◎ 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

委員に浅井委員と岩間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岩間委員

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  

 

（村上教育長）次に日程第４ 議事に入ります。初めに、議題１号 平成２９年度酒田

市一般会計補正予算（第８号）について を議題といたします。これについて提案願

います。 

 

（教育部長）議第１号 平成２９年度酒田市一般会計補正予算（第８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。それでは、補正予算の概要

が記載されております３枚目の資料２をお開きください。教育委員会に関連する補正

予算の概要で、補正予算額は１億１１６９万４千円の減額であります。これにより補

正後の予算規模は４７億７３７０万９千円となります。初めに歳出の補正として主な

ものを申し上げます。企画管理課の所管事業であります小学校給食事業では、昨年１

２月に発生しました給食への異物混入に際し、防止のための調理器具等の修繕料の増

額、燃料費及び光熱水費の増額及び決算見込みによる減額により２７４万４千円増額

するものです。共同調理場管理運営事業では、燃料費及び光熱水費の増加により７０

万９千円を増額し、松山小学校改修事業では、決算見込みにより２８６５万３千円を

減額しています。次に、学校教育課所管事業ですが、中学校大会出場支援事業につい

ては決算見込みより６００万円の減額となっています。学習バス、スクールバス管理

事業では、修繕料等の増額と、さらに運転業務委託料の減額により合わせて７３０万

３千円の減額。小学校教材等充実事業では、特別支援学級の新設等により６２万４千

円の増額。中学校教材等充実事業では、特別学級の新設並びに花王酒田工場様からの

寄附金を原資した高額楽器の購入１２６万８千円を増額しています。続きまして、ス

ポーツ振興課所管事業です。次のページご覧ください。全国高等学校体育大会開催事

業並びに光ケ丘球技場人工芝整備事業については、事業の確定によりそれぞれ５７０

万３千円、１３１０万１千円を減額するものです。その他、今回の補正は決算見込み

によ減額が主なものとなっています。次に、歳入について申し上げます。国庫支出金

は、公立学校施設整備費負担金等で３９１６万７千円の増額。県支出金は、市町村総

合交付金等で６９万円の減額。寄付金については、先に申し上げました花王酒田工場

様から１０１万７千円、国際キリスト酒田様から児童図書の充実という事で１０万円、

合わせて１１１万７千円の寄附をいただいて増額となっています。諸収入では、公演

入場料の増額、助成金の増減により６２万８千円の減額となっています。次に市債に

ついては、松山小学校改修事業充当に過疎対策事業債６７８０万円の減額、光ケ丘球

技場人工芝整備事業充当分、合併特例事業債１２５０万円の減額等で、８６８０万円

の減額となっています。次のページの継続費の補正としては、松山小学校改修事業費

の総額１３億５４２９万３千円から１３億４７６万６千円となっています。私からは

以上です。 
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（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。 

ないようですのでお諮りいたします。議第１号 平成２９年度酒田市一般会計補正予

算（第８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１号は提案のとおり決しました。次

に議第２号 行政組織の改編に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について 

を議題といたします。これについて提案願います。 

 

（企画管理課長）議題２号 行政組織の改編に伴う関係条例の整理に関する条例の制定

について、ご説明、ご提案いたします。提案理由としましては、平成３０年４月から

酒田市の行政組織の改編に伴いまして、地域創生部の新設、市史編さんに係る事務が

教育委員会に移管するなど関係する条例の改正について教育委員会として同意をす

るものです。行政組織の改編に関係する条例をまとめて整理する条例となっています

ので、教育委員会には直接関係のない条例もありますが、議第２号につきましては一

括して整理条例ということで説明をさせていただきます。まず整理条例第１条 酒田

市部設置条例の改正で、内容は、商工観光部の廃止。定期航路事業所の市民部への移

管。企画振興部から企画部への名称の変更、および商工業、港湾、観光物産、交流、

男女共同参画、移住定住の事務を行う地域振興部を新設するものです。続いて整理条

例第２条で、酒田市市史編さん委員会条例の改正については、市史編さんを市長部局

の総務課から教育委員会の社会教育文化課に移管されることに伴う改正になります。

議案の裏面をご覧ください。内容といたしましては、市長の諮問機関である酒田市市

史編さん委員会を教育委員会の諮問機関に変更するものです。整理条例第３条が酒田

市都市計画審議会条例、整理条例第４条が酒田市総合計画審議会条例、整理条例第５

条が酒田市景観条例の改正です。この整理条例については、企画振興部を企画部に名

称変更することに伴うものです。次ページ以降に個別の条例の新旧対照表を添付して

いますのでご参考にしていただきたいと思います。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か。 

ないようですのでお諮りいたします。議第２号 行政組織の改編に伴う関係条例の整

理に関する条例の制定について を提案のとおり決するにご異議ございませんか。 

 

（各委員「異議なし」） 
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（村上教育長）ご異議なしと認めます。よって議第２号は提案のとおり決しました。 

次に、議第３号 平成３０年度酒田市一般会計予算について を議題といたします。

これについて提案願います。 

 

（教育部長）平成３０年度酒田市一般会計予算の１０款教育費についてご説明を申し上

げます。議題３号 平成３０年度酒田市一般会計予算について、酒田市長より意見を

求められているのでこれに同意するものです。１枚目の資料をご覧ください。教育費

全体では本年度５６億３４６９万６千円。前年度に比べまして１５．４％、金額にし

て７５億４８万円の増額となっています。これは、松山小学校改修事業及び文化施設

長寿命化に対する事業の増額が主な要因です。次に、３枚目の資料です。平成３０年

度酒田市一般会計予算資料（教育委員会分抜粋）となっております資料がございます

が、１枚目をめくっていただきまして１ページ目、会計別予算総計表をご覧いただき

たいと思います。表の一番上、一般会計当初予算額は５２７億円。前年度比で２億２

千万円の増となっています。平成３０年度予算は、今年度に策定される今後１０年間

の新たな総合計画の初年度としてその舟出を全力で推進していくという事を念頭に

置いています。具体的な内容、それから考え方については、今後３月定例会で市長の

市政方針として述べられますが、予算編成においては産業おこし、人づくり、市民協

同につながるような予算に注力したものになっております。教育委員会関係では、今

年度で策定される酒田市文化芸術基本条例、並びに酒田市文化芸術推進計画を契機に

酒田の魅力を磨いていくことも柱の１つとして事業を進めていきたいと考えていま

す。それでは具体的な事業につきまして新規事業を中心にご説明申し上げます。資料

はＡ３版の資料になります。酒田市 平成３０年度当初予算（案）主要事業 教育委

員会という見出しです。課別に記載されておりますのでこれに従って説明を申し上げ

ます。初めに、企画管理課所管事業です。新規では、松陵小学校屋内運動場改修事業

で、これは経年劣化による屋根の腐食により雨漏りが発生し、床塗装が剥がれ、床板

が浮いてめくれるということが危惧されるということで、屋根の補修、及び地震の際

に体育館の南北に設置されておりますガラスブロックが崩れて危険であるというこ

とから、この部分を撤去するとともにサッシの改修等を行うものです。このほか、学

校トイレ改修事業で洋式化に向けて十坂小学校改修工事費、南平田小学校設計費、第

三中学校工事費、そして第四中学校の設計費を計上しています。また、耐震化に向け

た松山小学校改修では、校舎改築・改修を継続して行うほか、グラウンド改修、プー

ル改築等にも取り組むとともに、田沢小学校改修事業では管理棟の設計委託費を計上

しています。学校給食施設環境整備事業では、給食管理システムの更新を予定してい

ます。教育の機会均等に関する支援事業、それから東北公益文科大学との連携につい

ても継続して実施してまいります。次に、学校教育課所管事業でございます。新規事
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業として、キャリア教育推進事業で、これまで明るく楽しい元気な学校づくり支援事

業を、子どもたちの将来の夢を育むためのキャリア教育の推進に特化させ、各学校の

提案方式で学校交付金事業として新たに展開していこうとするものです。次に、小中

高連携ものづくり教室事業で、酒田光陵高校の専門性豊かな指導者や高度な施設・設

備を活かし、小学生にはものづくりの楽しさを体験させたり、中学生には高校の専門

コースの初歩的な体験をさせたり、高校に出向いて実施するものです。次に、部活動

指導員配置事業です。これは、中学校の部活動の指導、大会への引率等を行う部活の

指導員を配置しまして、働き方改革の一環として教員の負担軽減を図るとともに部活

動の質的向上を目指すというものです。平成３０年度は全中学校の半分にあたる４校

に配置し、３１年目以降も増員をしていきたいという考えです。その他、これまで継

続的に実施してきています防災教育と、子どもの命を守る安全教育推進事業や学力向

上対策事業、ＡＬＴの招致事業、教育支援員の充実事業、それから支援体制について

の諸事業についても引き続き実施してまいります。次は、社会教育文化課所管事業に

ついてです。新規事業として、今年度策定します芸術文化推進計画に基づき、まちづ

くりを進めていくための事業として文化芸術推進事業を計上しています。文化芸術に

よる地域の活性化を図るため専門性の高いアートコーディネーターの配置、計画の進

捗状況をチェックし提案をいただく文化芸術推進審議会の設置に関する経費を計上

しています。もう一つの新規事業は山居倉庫文化財調査事業です。今後、国の文化財

指定をめざし有識者に意見を伺う検討委員会の設置に関する経費、及び測量業務や建

物図面の作図業務などの委託経費を計上しています。また、今年度は文化施設長寿命

化対策事業としまして、市民会館大ホール舞台照明調光操作卓の改修、土門拳記念館

の写真展示館の内装改修工事、それから酒田市美術館の空調制御盤の補修工事など、

予算額で２億７４００万円余りの大規模な工事を計上しています。その他、各種生涯

学習に関する事業、文化財の保存活用に関する事業も継続的に実施してまいります。

次に、スポーツ振興課所管事業です。新規事業としましては、光ケ丘プール改修事業

を計上しています。内容としましては、屋上防水槽の修繕、屋外プールウッドデッキ

の改修、空調設備中央監視装置の更新等であります。生涯スポーツの推進等のソフト

事業についても継続して実施していくとともに、体育施設の改修や備品整備について

も継続してまいります。最後に、図書館の所管事業で、新規事業としては、現在計画

を進めています駅前の酒田コミュニケーションポート（仮称）整備に伴い、ライブラ

リーセンターに移転準備事業として、ＩＣタグが未装備の資料５万点にタグを装備す

るまで、スムーズな移行に向けた取り組みを行っていきたいということです。その他、

光丘文庫の貴重な蔵書等の保全管理のためのデジタルアーカイブの構築、新聞マイク

ロフィルムの電子化と、光丘文庫資料保全活用事業や子ども読書活動推進事業につい

ても継続して実施してまいります。以上が平成３０年度酒田市一般会計予算の教育委

員会分の概要です。詳細については、予算資料に教育委員会分が抜粋されております
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ので、各事業の目的・概要・価指標・目標値等が記載されていりますそちらのほうも

ご覧ください。なお、今回この資料につきましてはまだ公表になっていませんので、

扱いの方にはご注意をお願いしたいと思います。以上です。 

 

（村上教育長）ただいまの提案に対しまして、ご質問、ご意見はございませんか。 

  

（浅井委員）学校教育課の事業についてで、１点がキャリア教育推進事業で２００万円

の新規事業となっているのですけれども、この２００万の数字の根拠を教えていただ

きたい。もう１点について、小中一貫教育の推進事業ですけれども、平成３０年度に

ついてはどの程度この事業を進めていくのかという目処について教えてください。 

 

（学校教育課長）キャリア教育推進事業ですが、各学校の企画で実施する事業として考

えています。よって、均一に学校に振り分けるというような形はとらない予定です。

今後、各学校の計画内容を査定して決定していくわけですけれども、その２００万と

いう金額で、その各学校においてこれまで行ってきている職場体験学習ですとか、講

演会等を想定した場合に、これくらいの金額が最低限必要であろうと考えているとこ

ろですが、それを一定率に割り振るということではないという事業として説明したい

と考えています。２点目の小中連携事業についてですけれども、今年度は各先進校の

視察を行ってまいりました。さらに、現在の酒田市内の小中学校の連携の状況を調査

しまして、それを集約しているところです。なお、今年度中に小中連携推進会議を実

施いたします。その中で、現状、それから私どもが研修してきたことを共通の理解を

しながら、有識者、専門家にも入っていただき、酒田の課題をとらえ、酒田の小中一

貫教育がどの方向性に進んでいくべきかということを議論するところから初めてい

くということになります。 

 

（浅井委員）キャリア教育推進事業については、何校くらいが応募してきてこのような

内容になるので、おおよそ全体で２００万くらいあれば十分だろうというような見通

しのもとの予算要求なのですね。それから小中一貫については、これから３月までに

会議を開いて、議論を深めて来年度以降について繋げていこうというようなことなの

ですね。具体的にはまだ来年度はこのような事業をしたいというのは、会議が終わら

ないとまだはっきりしない訳ですか。 

 

（学校教育課長）その会議で多面的な意見を頂戴しまして、私たちが行ったアンケー

ト調査と重ねながら、課題をもう一度洗いなおして、そして各学校の現状を把握し

たうえで方向性を明確にしていきたいと考えているところです。 
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（村上教育長）他にございませんか。他にないようですのでお諮りをいたします。議

第３号 平成３０年度酒田市一般会計予算について 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３号は提案のとおり決しました。 

次に、議第４号 酒田市職員定数条例の一部改正について を議題といたします。

これについて提案願います。 

 

（企画管理課長）それでは、議第４号 酒田市職員定数条例の一部改正について、ご

説明、ご提案いたします。提案理由としましては、酒田市立八幡病院の移管統合、

及び酒田市職員数適正化方針の作成に伴う各部局の職員定数について改正を行う

もので、これに対して教育委員会として同意しようとするものです。本市の職員定

数の適正化については、平成１８年９月に酒田市定員適正化計画を策定しまして、

常勤職員数の削減を図ってまいりました。近年においては、雇用と年金の接続を図

る再任用制度、会計年度任用職員の創設など、地方公務員制度にも大きな動きがあ

るなか、困難化する業務を常勤職員だけではなく多様な任用形態で、任用される職

員と分担をして行政サービスを提供していく必要性から、今年の２月に酒田市職員

数適正化方針が策定されております。この条例改正後の職員定数につきましては、

酒田市立八幡病院の移管統合による職員の減、酒田市職員適正化方針に基づく任用

方針により設定をされています。具体的な改正内容については、次のページの新旧

対照表で説明をいたします。第２条第１号の市長の事務部局の職員につきましては、

一般の職員８０６人、病院の職員４６人の合計８５２人を７４３人にするものです。

同上第２号、上下水道の事務部局の職員につきましては９２人を７０人にするもの

です。同上第４号、教育委員会の事務部局の職員については２５９人を１３０人に

するものです。同上第７号、農業委員会の事務部局の職員については１２人を１０

人とするものです。なお、教育委員会の事務部局の職員が大幅に減少している理由

としましては、酒田市立中央高等学校の県立高校としての統合、地区公民館、コミ

セン化、総合支所にあった教育振興室の廃止、学校統合などが要因となっていまし

て、この間定員等の見直しが行われていませんでしたので、合わせて定数を改めて

設定をしています。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て、ご質問、ご意見はございませんか。 

ないようですのでお諮りをいたします。議第４号 酒田市職員定数条例の一部改正

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。 
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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４号は提案のとおり決しました。

次に、議第５号 酒田市文化芸術基本条例の制定について を議題といたします。

これについて提案願います。 

 

（社会教育文化課長）議第５号 酒田市文化芸術基本条例の制定について、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。提案理由については、平成２９

年６月に改正された文化芸術基本法の趣旨に基づきまして、文化芸術に関する施策

についての基本理念を明文化し、総合的かつ計画的に推進することにより自由で多

様性を認める心豊かな市民生活の実現、及び市民が将来にわたり誇りを持てる酒田

らしさの創造に寄与するため新たに条例を制定するものです。条例の内容について

は、文化芸術活動を行うことが人々の生まれながらの権利であることに鑑み、市民

等が等しく文化芸術活動を行うことができるような環境の整備が図られなければ

ならないこと。市民等の自主性及び創造性並びに文化芸術の多様性が尊重され、市

民による文化芸術活動が促進されるよう配慮されなければならないこと。市の責務、

市民等、文化芸術団体、学校、事業者がそれぞれその果たすべき役割を認識し、相

互に連携を図りながら協働するよう努めなければならないこと。文化財や本市の歴

史及び風土に培われてきた伝統的な文化を大切にし、発展させていくとともに、特

色を生かした魅力ある新たな文化芸術の創造が図られなければならないこと。文化

芸術の鑑賞と発表の機会の提供などにとどまらず、他分野の施策と有益に連携し施

策の総合的かつ計画的な推進を図るため、文化芸術推進計画を策定すること。施策

の進行管理、効果測定に関わる、第３者機関の設置を規定することにより、長期的、

継続的な文化芸術に関する施策の推進を図ることといった内容になっています。施

行期日につきましては、平成３０年４月１日です。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。 

 

（村上教育長）ただいまの提案につきましてご質問、ご意見はございませんか。 

これまでも推進計画と一緒にこの条例につきまして勉強会を重ねてまいりまして、

だいぶご意見を頂戴してきてはいるのですけれども、今回条例について最終段階に

なりますのでよろしいですか。 

ないようですのでお諮りいたします。議第５号 酒田市文化芸術基本条例の制定

について を提案のとおり決するにご異議ございませんか。 

 

（各委員「異議なし」） 
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（村上教育長）ご異議なしと認めます。よって議題５号は提案のとおり決しました。 

次に、議第６号 酒田市図書館設置条例施行規則の一部改正について を議題と

いたします。これについて提案願います。 

 

（図書館長）それでは、議題６号 酒田市図書館設置条例施行規則の一部改正につい

て説明いたします。今回の規則改正は、図書館資料の複写サービスに関わる費用負

担額、カラー複写料金をこれまでの１枚２０円から５０円に改定するもので、複写

料金の改正の理由ですけれども、複写料金の設定については受益者による実費負担

との考え方に基づいて、平成１７年度以降白黒１０円、カラー２０円としてきた経

緯がございます。今回平成３０年度から図書館に設置している現行の複写機リース

契約が更新されるにあたり、カラー料金について大幅な費用負担の増額が見込まれ

ることから、従来の実費負担という考えに基づき平成３０年４月１日よりカラー複

写については、１枚５０円に変更しようとするものです。なお、市役所の他課にお

ける複写費用についてもカラー１枚５０円としているほか、平成２９年度定例監査

においても設定金額について実際の費用に比べて低すぎるという指摘を受けてい

ます。具体的な改正の内容ですけれども、配布しています資料の新旧対照表をご覧

ください。第１４条の見出しを「（資料の複写）」に改め、同上中、「著作権法」を

「著作権法」に改め、「範囲とし、の次に資料の複写を希望する者は」を加え、同

条に次の２項を加えるものです。２項に規定する複写に要する経費については、様

式５号図書館資料複写申込書に記載している内容です。これを明記したものです。

また３項については、費用負担の免除についてそれぞれ明記したものです。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。 

 

（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。 

ないようですのでお諮りいたします。議第６号 酒田市立図書館設置条例施行規則

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。 

 

（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６号は提案のとおり決しました。

次に議第７号 酒田市文化芸術推進計画の策定について を議題といたします。こ

れについて提案願います。 

 

（社会教育文化課長）それでは議第７号 酒田市文化芸術推進計画の策定について 

ご提案いたします。酒田市文化芸術推進計画を別冊のとおり策定するものです。こ
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ちらの計画については、昨年６月の第１回検討委員会から今年１月の第５回検討委

員会まで、市民の公募を含めた検討委員会によりまして策定したものです。提案理

由につきましては、文化芸術に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため新た

に酒田市文化芸術推進計画を策定するものです。この計画の位置づけにつきまして

は、酒田市総合計画、酒田市教育振興基本計画後期計画を推進していくための個別

計画の一つとして位置づけまして、今後の酒田市の文化芸術に関する施策の方向性

を示しまして、戦略的かつ継続性のある取り組みを行い、限られた財源を有効的、

効率的に使うために策定するものです。計画の期間としましては、平成３０年度か

ら平成３９年度までの１０年間としています。評価指標については、５年目の平成

３４年度で中間検証を行う予定です。以上ご審査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）内容につきましてはこれまでも説明を申し上げ、それからご意見を頂

戴してまいったところです。今お示しできるようなところまでおかげさまでなりま

した。どの点でも結構ですのでご質問、ご意見があれば伺いたいと思います。いか

がでしょうか。前回でも話題になった計画のテーマ、多様な交流が織りなす湊町文

化の創造というところに至るまでの経過報告の補説をお願いします。 

 

（社会教育文化課長）当初、２１世紀型の湊町文化ということでご提案させていただ

いたのですが、２１世紀というのが分かりづらいということで、より具体的なかた

ちで酒田市の特色といたしまして、やはり北前船の文化・交流、多様な交流で新し

い文化が生まれて、湊町として栄えてきたという歴史というのは非常に大事にしな

ければいけないし、今後そういった気風をベースにして、新たな文化を創っていか

なければならないと考えましてこちらのテーマの多様な交流が織りなす湊町文化

の創造ということになっています。 

 

（村上教育長）今の点でも、他の点でもよろしいので、ご質問ご意見ございませんで

しょうか。 

 

（村上教育長）よろしいでしょうか。それでは、ないようですのでお諮りいたします。

議題７号 酒田市文化芸術推進計画の策定について を提案のとおり決するにご

異議ございませんか。 

 

（各議員「異議なし」） 

 

（村上教育長）ご異議なしと認めます。よって議第７号は提案のとおり決しました。 
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次に議第８号 酒田市いじめ問題対応委員会委員の委嘱について を議題とい

たします。これについて提案願います。 

 

（学校教育課長）酒田市いじめ問題対応委員会委員の委嘱についてて提案申し上げま

す。酒田市いじめ防止対策の推進に関する条例第１３条の規定に基づきまして、委

嘱するものです。酒田市いじめ問題対応委員会委員については別紙のとおりです。

委嘱期間については、平成３０年２月１５日から平成３２年２月１４日までの２年

間となります。どうぞご審査のほどよろしくお願いいたします。 

 

（村上教育長）ただいまの提案に対しまして、ご質問ご意見ございましたらお願いい

たします。 

 

（神田委員）各委員の方については、各団体から推薦をいただいているかたちになる

のですか。決め方について教えていただきたい。 

 

（学校教育課長）こちらからは各団体に推薦依頼を出させていただきまして、その団

体から委員を推薦していただくという手順になっています。 

 

（村上教育長）他にございませんか。それでは他にないようですので、お諮りいたし

ます。議第８号 酒田市いじめ問題対応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。 

 

（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８号は提案のとおり決しました。 

  

◎ その他報告 

 

(村上教育長）次に日程第５ 教育長の報告については、今回は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。各課より報告事項がありますの

で報告致します。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）それでは私の方から報告事項１ 東北公益文科大学連携推進事業の実

施状況について ご報告いたします。まず、最初に講座「英語の学びかた教えます」

ですけれども、昨年の８月１日から２日間東北公益文科大学の狩野准教授を講師に迎

え、英語を聞いたあとに即座に復唱する「シャドーイング」と、多くの英語に触れる
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「多読」の講座内容で行っています。受講者については、定員３０人に対して５５名

の受講者になっています。前年度が１９名ですので大幅な増加ということになります。

次に、放課後学習支援ですけれども、希望のあった一中・四中・六中及び東部中の４

校に、大学生１７名を２つのグループに分けて、昨年の９月からこの２月にかけて学

習支援の実施をしてきているところです。実施方法については、各校で違いますけれ

ども一中・六中・東部中につきましては大学生が学校で準備したプリントテキストを

もとに自習をし、生徒の質問に答えていくようなかたちを取っています。四中につい

ては、大学生が講師となって生徒に授業形式で説明をし、その後質問に答えていくよ

うなかたちで行っています。各校との実施状況については、２月については見込みの

数字になりますけれども、資料の表の記載のとおりです。４校の合計で実施回数が３

２回ということになります。また、今年度は昨年の２校から４校に増えているため、

事前に各校の年間スケジュールを決めて大学生が参加しやすいように配慮をしたと

ころです。３番ですが、アンケートの集計結果です。これらの連携事業に参加された

中学生のみなさんからアンケートを書いていただいています。その結果については添

付の資料のとおりですけれども、掻い摘んでご説明いたしますと、講座「英語の学び

かた教えます」につきましては全体評価で有意義であったという回答が全体の８７％、

生徒の意見・感想等についても、講座の内容、講師の話が面白くてわかりやすかった、

また参加したいと前向きな気持ちが伺えるなど、概ね評価は高かったとみています。

放課後学習支援事業につきましては、まだ授業が残っていますが、四中を除いての結

果になりますけれども、全体評価の中でこちらの方も有意義であるという回答が全体

の８５％、生徒さんの感想につきましても、大学生が分かりやすく指導してくれて、

楽しく勉強ができた、数学の点数が２０点上がった、大学生との交流、進路の相談に

乗ってくれるなど学習会が楽しいなどがありました。また一方で、一人に聞いたのに

３人の大学生が集まって圧迫感があったという感想もありましたが、全体的には概ね

期待通りの評価はあったと考えています。課題という点では、実施校の増加に伴いま

して各校の実施回数が昨年と比較して少なくなっています。アンケートに答えていた

だいた３４％の生徒さんが、回数を増やした方が良いとしていますので、事業協力で

きる大学生の集まり具合、実施を希望する中学生の数など、調整が難しいところはあ

りますが、大学の先生、大学生、中学校の先生などのご意見を伺いながら検討して参

りたいと考えているところです。 

 

（村上教育長）ただいまの報告に、ご質問ご意見があればお願いいたします。 

 

（渡部委員）この連携推進事業は素晴らしい事業だと思いますが、対象となる中学生の

学年というのは特に決まってないのでしょうか。 
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（企画管理課長）講座「英語の学びかた教えます」については全学年を対象としていま 

す。放課後学習支援につきましては３年生を対象にしており、各学校の生徒の合計が 

９４名ということになっています。 

 

（村上教育長）よろしいですか。他にございませんか。 

 

（岩間委員）こちらの方の大学生は、ボランティアで授業を教えているのか、教育委員 

会からアルバイト料みたいなものを貰っているのかお聞きしたいです。 

 

（企画管理課長）こちらの大学生については、金額は少ないですが謝礼というかたちで 

お金を支払っています。それから移動にかかる費用についても、費用弁償ということ 

です。あと、冬季とか車の運転が大変だという場合については職員が大学生を学校ま 

で送り迎えをしているということで対応しています。 

 

（岩間委員）公益大学生にも、地域の団体からいろいろな力になって欲しいということ 

ですが、学生が勉強に忙しかったりアルバイトとかで忙しいのでスムーズにいかない。 

ある程度の学生さんがいれば、もっと教えてくださる、中学生の要望があるというこ 

となので、そういったところでも学生さんにもっと協力していただいて、塾に行かな 

くても少しわかるようになる場があるといいのかなと思いました。 

 

（村上教育長）他にございませんか。次に報告事項２から報告事項４までについて報告 

をお願いいたします。 

 

（学校教育課長）それでは初めに報告事項２について説明をさせていただきます。第２ 

回子どもの命を守る安全教育推進会議を、１月３０日に開催しました。平成２９年度 

の子どもの命を守る安全教育推進に係る事業について、成果と課題を報告したところ 

です。事業内容としては、（１）子どもの命を守る安全教育推進会議を年２回、（２） 

危機管理研修及び児童生徒への防災講話、（３）防災教育研修会の開催、（４）救命救 

急講習会の開催、今年度は第３中学校を会場に中学校の会場になりまして２年目にな 

りますけれども、このように実施しています。それから（２）になりますけれども、 

今年度各学校で作っている学校防災マニュアルの研修会を開きました。今年度中の完 

成を目指してきたところですけれども、さらに今後もマニュアルの活用、マニュアル 

自体の制度を高めていくという研修を継続したいと考えています。次に、この３年間 

で防災アドバイザー派遣の学校における研修会を実施しました。これについては、直 

下型地震、津波等の危険性の高いところから当初はスタートした研修会でしたが、今 

後も派遣そして研修会については実施を継続していく予定です。全小中学校を対象に
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進めていきたいと考えています。裏面をご覧ください。この事業の平成２９年度の

大きな課題として２点ありました。学校が避難所として使用する場合の避難所開設、

運営に向けた準備これを進める必要があるということが課題の１点。それから、今

後も子どもたちの自らの命を自ら守っていく力を育て続けるという防災教育の推進、

この２点を大きな課題として取り組んできたところです。避難所開設に向けた取り

組みについては、危機管理課と連携を図りまして、第１回目の開設に向けた事前協

議、打ち合わせを実現したいということで、現在ほぼすべての学区で１回目の協議

を終了したという報告を聞いています。そして、この事前協議の中では例えば自主

防災組織の役員は自治会長がほとんどであり、自治会長としての災害時の職務もあ

り対応が非常に難しいという意見もいただいたり、避難所となるコミセンと学校と

の距離が遠く連絡業務の分担が難しいなど、さまざまな声をいただき、具体的な課

題が挙げられています。この改善に向けて、２回目の協議を続けていくとのことで

す。防災教育の推進について、アドバイザーより次のような意見をいただきました。

３．１１以降、いろいろな教科書に防災の要素が入っている。通常の教科指導の中

でも防災教育が可能であることを市教委から学校現場へ周知していただきたい。さ

らに、鶴岡市では小学校３・４年の副読本へ防災を取り入れる方向で検討している。

酒田市の３・４年生の社会科の副読本についてもこの防災教育は取り扱っている。

酒田でも同様に副読本にするか、ネットで配信するかなど、やり方については検討

が必要である。題材としては庄内地震、新潟地震、酒田大火など過去の事実を取り

上げて、教材に生かしていくことが重要であるというご指導もいただいています。

市教育委員会としまして防災教材の整理や、アーカイブ化なども検討し、防災の継

承、防災教育の推進を図っていきたいと考えています。また、学校防災マニュアル

の整備を通して各校の課題を把握しながら課題解決に向けて継続して取り組んでま

いりたいと考えています。 

    次に報告事項３、第２回 酒田の子どもの学力向上推進会議について報告いたし 

ます。２月６日に第２回目の学力向上推進会議を行い、酒田市の学力向上に向けて、 

さまざまな角度からご意見をいただきました。ＱＵアンケートの実施については、 

この３年間でＱＵの学級の状況ですが、満足群出現率に上昇傾向がみられるという 

成果があります。まだ学級経営上管理型で教師主導の傾向は伺えるところです。子 

どもの主体性を育てるためにＱＵの実施と同時に研修会を充実させながら教員を指 

導力向上を図っていく必要があるというご指摘をいただいています。今後も、ＱＵ 

の研修会とともに、子どもを勇気づけ積極的に責任感ある子どもに育てていくトレ 

ーニングプログラムの研修を取り入れるなど、各校の学校のリーダーとなって活躍 

できる教員の育成に努めていく必要があるという指摘もいただいています。外学国 

語教育について、ＡＬＴの増員により、派遣の機会が増える授業改善の効果は大き 

いというご意見も頂戴しています。しかし、小学校教員からは今後全面実施に向け、 
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不安の声も感じられるという状況があり、段階的に研修を充実させていく必要があ

ると考えています。研修のあり方について今後も検討しながら進めてまいりたいと

考えています。単元研究委嘱につきまして、単元計画や教科問題によって教師の評

価の視点も明確にできて、子どもたちもイメージを持って学ぶことができるように

なったという意見をいただきました。今後もできるだけ多くの学校に単元研究を委

嘱するようにしたいと考えます。また、中学校への拡大については、小学校での成

果を踏まえて各校の自主的な取り組みを大切にしながら校長会とも相談しながら進

めてまいりたいと考えています。なお、このたびは家庭学習のあり方、ここに大き

く時間を取って検討しました。例えば事務局の方からは単元研究の中に、家庭学習

のあり方の工夫というようなものを取り入れて進めたいと考えるのはどうかという

提案を行ったり、いろいろな角度からご意見をいただくことができました。例えば

単元研究については、ようやく単元のイメージが出来てきた状況の中で、強制的な

家庭学習という意味合いが入ってきた場合に、逆のイメージになってしまうのでは

ないか、形の上で家庭学習を習慣化させても主体性は育たないという意見、勉強の

やり方についても自己選択、自己決定ができる手立てをしっかりと持って、主体性

を育てることを大切にしていきたいというご指摘もありました。また、ある委員か

らは家庭学習の習慣化は必要であると、一律に枠組みを決めるのではく家庭学習の

意義を伝えながらどの子も達成できる手立てを教えていきたいという意見もありま

した。市教育委員会として、いただいている内容を整理し、児童生徒の主体性を育

てる視点から、どのように家庭学習を推進していけば良いかということを検討し、

方向性を明確にしていきたいと考えています。 

続きまして報告事項の４ 第５８回酒田市教育委員会科学賞受賞作品についてで 

す。今回の応募については、１００点、小学校９１点、中学校９点の作品があり、 

審査の結果、表に示す通り科学賞１点、奨励賞６点、努力賞１２点となっています。 

なお、この奨励賞の中の４番の海岸の砂を調べようというテーマで研究をしたお子 

さんについては、鳥海山・飛島ジオパーク発表会で研究発表を行いました。なお、 

表彰式は平成３０年２月２０日ということになっています。以上です。 

 

（村上教育長）報告事項２～４まで３つ一緒に報告していただきました。ご質問、ご意

見あればどの部分でも結構ですのでお願いいたします。 

 

（渡部委員）報告事項２のところで２点質問します。１つが、健康課からエピペンの研

修とありますが、エピペンというものはどういうものなのか教えてください。それと、

救命救急講習会を定期的に実施すると、私もこれは定期的に受けるようにしているん

ですが、少し感覚が空くとどうしても忘れがちなものですから、定期的というとどの

くらいの頻度で行う予定にしているのか教えてください。 
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（学校教育課長）エピペンは、アレルギーを持っているお子さんの中でアレルギー反応

が起きた場合に、急激に抑えるためのものをエピペンと呼んでいる訳ですが、それを

実際に持っている必要性があるということで医師から与えられているお子さんがい

ます。そのお子さんについては、家庭と学校との連携を取りながら万が一症状が出た

場合に学校でもエピペンについて対応できるというような研修会の必要性がありま

して、健康課からも養護教諭を中心にこれまでの研修会はいろいろ行われてきました

けれども、これにつきましても継続していく必要があるというご意見をいただいてい

ます。ただ、そういった研修会がある場合については学校の方にも紹介しながら進め

てまいります。 

 

（渡部委員）注射みたいなものですか。 

 

（学校教育課長）そうです。やはり知識や技術が必要ということになります。２点目の

救命の講習でございますけれども、小学校の方はプールがありますから毎年夏の時期

に講習をしてきている経緯がございます。これも１年に１回程度になるかと思います

が、継続してやっていくということになります。あと、３年前から中学校の教員も受

講率を上げたいということを課題にしてまいりました。そういった中、分散して消防

の方も各学校に対応していくのは難しいという課題もあり、毎年１回中学校会場で他

校の教職員に呼びかけをしてその一会場に集まっていただいて実施する方法で、１年

限りで終わるのではなく継続して続けていろいろな方々から受講していただくとい

うことです。 

 

（浅井委員）ＱＵアンケートについてですけれども、ＱＵの実施だけじゃなく同時にＱ

Ｕの研修もやっていきたいという事で書いてありますけれども、各学校でＱＵを行っ

た後にその結果をどのように活用するのか、例えば学年で結果をお互い出し合いなが

ら話し合いを持つとか、学校全体として結果をオープンにしながらみんなで子どもた

ちのことを話し合うとか、１回やった後に２回目につなげるためにどのような手立て

をとっていくのか等、各学校ではどの程度やっているかというのを、学校教育課とし

てはどのように把握しているのでしょうか。 

 

（学校教育課長）今後ＱＵの活用については、まだ多少学校間の差はあると思います。

ただ、研修の実施の状況につきましては、例えば学校全体で行っているケースについ

ては、夏休み中に第１回目の研修会を開いて分析の仕方を中心に行います。そこから、

この結果からどのように学級づくりを進めていくかというようなところまで研修を

している学校も多くあります。本市で派遣しています外部講師を入れているところに



17 

 

つきましては、具体的に分析のあり方、それから具体的に次の一手をどう打ったらい

いのかというようなところまでの研修が２回目３回目になると深く進んでいる状況

にあります。そういった意味合いからもこの外部研修というものをどの学校にも進め

ていきながら、教育長の願いでもありますが、この学校の中にＱＵを活用できる教員

を、またはできれば指導までできるような人材まで増やしていく方向を大切にしなが

らこの事業を進めていくことが大切だというふうに私どもは考えています。学校の中

に得意な職員がいてそして学年会なりまたは学年を跨いだ形で対話をしながらその

見方なりを研修していく学校もあります。その中にリードする教員の存在がますます

必要になってくるのかなという視点も持ちながら前に進めていけたらと考えていま

す。まだまだ研修については充実できる要素が多く残っていると考えます。 

 

（浅井委員）学校間で差があるということでお話があったのですけれども、これを行っ

てから３年目くらいで、だんだんとうまく活用して実績を上げている学校と、あまり

うまく活用できなくてまたは活用しなくて、せっかくのものが宝の持ち腐れになって

いるような学校はないかな心配するものですから、てこ入れをしていかないといけな

いのかなと思いました。 

 

（学校教育課長）この研修について、まずは機会をとらえて校長会等でも必要性を説明

させていただきながら、十分に活用化するように前に進めていければと考えています。 

 

（神田委員）報告事項の２の裏面の４番のこれからの防災教育の推進というところで、

市の教育委員会として防災教材の整備やアーカイブ化などを検討して今後推進を図

るというようなことになっていますが、おそらく過去の災害の経験や知識そういった

ものを活用していくと思いますが、過去の災害被害に関する記録のアーカイブ化とい

うのは、これは既に行われているものなのか、それともこれから集めていくようなこ

とを想定されているのかというところをお聞かせいただきたい。 

 

（学校教育課長）実際に過去の資料等についての収集は、まだ行っていません。アドバ

イザーの方々からもご指摘はいただいているのですが、例えば過去の新潟地震だとか

そういった震災を経験している方々がかなり高齢化していたり今後ますます高齢化

していったり、資料の入手等が難しくなっていくというようなこともあって、このあ

たりはまずある部分からまた大学とも協力しながら進めていくことも含めて検討し

ていく必要があると考えています。 

 

（村上教育長）ほかにございませんか。ないようですので、次の報告事項にいきます。

報告事項５～７について、社会教育文化課よりお願いいたします。 
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（社会教育文化課長）それでは初めに報告事項５ 平成３０年黒森歌舞伎酒田公演につ

いて報告申し上げます。本市を代表いたします黒森地区に２８０年以上も伝承されて

おります黒森歌舞伎については、今日１５日と１７日の土曜日に黒森の日枝神社境内

で上映されています。それをより多くの方々がご覧になれるように希望ホールを会場

にして同じ演目を上演するものです。日時につきましては、平成３０年３月４日（日）

１２時、場所は希望ホールです。演目については、少年太鼓、少年歌舞伎に続きまし

て、午後１時から本狂言「高田馬場十八番切」ということで、平成１３年以来１７年

ぶりの演目となっております。他ではなかなか観ることのできない珍しい演目だとい

うことです。入場券については、希望ホール、文化センター等で扱っていますのでぜ

ひ皆さんからご覧いただきたいと思います。 

続きまして報告事項６ 山居倉庫の文化財調査について報告いたします。山居倉庫

はご存じのように、米どころ庄内のシンボルで、明治２６年旧藩主酒井家によって建

てられた米の保管倉庫です。米の積出港として賑わった酒田の歴史を今に伝える重要

な場所でありまして、また酒田を代表する観光地となっています。酒田市では、歴史

的・文化的にも価値が高い山居倉庫を保存し、後世に残していくために所有者の了解

をいただき調査を行い、文化財の指定を目指すものです。今後の予定については、平

成３０年度に測量等を含めました専門家によりまして文化財調査の実施を行います。

それから文化財として保存施設、どのような活用が可能か検討を行い整備方針を決定

する学識経験者、関係者、文化庁調査官等から構成される整備検討委員会の開催をし

ているところです。平成３１年度の６月に国への意見具申をいたしまして、１２月に

答申を受けるというスケジュールを組んでいるところです。 

続きまして報告事項の７「詩華集 よんでみよう吉野弘」の作成と配布について 

です。こちらについては本市のふるさと教育として心に残る作品を小冊子にまとめ中

学生の皆さんに酒田市の生んだ吉野弘という詩人を知っていただきたいということ

で地元の有識者で構成する編集委員会でつくりました。酒田市内の中学校に配布しま

して、朝読書やその他の場面で活用していただくということになっています。構成に

ついては、Ａ５版の３２ページ、内容については中学生（１０代）に読んでもらいた

い詩を有識者の皆さんから選んでいただきまして、詩２０編、故郷を読んだ作品３編

を掲載しています。また、吉野さんの次女であります万奈さんの挿画８編を掲載させ

ていただきました。作成部数は４０００部です。配布については３月中に市内各中学

校に配布いたしまして、新年度から活用していただく予定となっています。中学校全

学年すべての教室に生徒数分を配布するということで、個人持ちはしないで教室に生

徒数分を配置してそこで活用していただくというふうに考えています。以上です。 

 

（村上教育長）それでは、報告事項５～７までご質問やご意見あればどこからでも結構
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ですのでお願いいたします。 

 

（浅井委員）黒森歌舞伎についてですけれども、何年後かに海外公演があるとかいう話

がありましたけれども、それについて教えてください。 

 

（社会教育文化課長）詳しい資料を持ってきてなかったので、知っている限りでお話し

させていただきますが、昨年、黒森歌舞伎方から以前からポーランドの学校の先生と

親しくさせていただいていまして、その関係でポーランドと日本の通商開始１００周

年ということを記念して、ポーランドに来て黒森歌舞伎をやっていただきたいという

話があったということで、ぜひ酒田市の方からも協力して頂きたいというお話が昨年

ございました。団員、黒森の方々を含め４０名ほどポーランドに行くという事になり、

多額の費用が掛かりますので、現在は関係各方面にいろいろ働きかけてその資金等を

考えているところです。実際に行くのが平成３１年度ということです。何月に行くな

どはまだはっきりと決まっていません。 

 

（村上教育長）他にございませんか。 

それでは、委員の皆様方から何かございませんか。 

 

（浅井委員）事務局の皆様方も大変忙しいとは思うのですけれども、資料を今までは事 

前に配布していただいていたわけです。今回大変忙しいとみえて、議案の方の資料が 

１枚もなかったんです。報告事項の資料も大変少なく、できれば１週間前は難しいと 

思うのですが、メールなどもありますので３日前だと助かります。事前に目を通して 

から来ると違うのかなと思います。 

 

（企画管理課長）通常は、月末で教育委員会の開催をしており、そのような形で資料に

ついても調整をさせていただいています。今回の２月というのと新年度という部分も

含めてかなりタイトな中で、また条例についても市長部局の方から原案がこないとお

出しできないというかたちもございました。今後資料につきましては、事前配布を基

本ということで考えていますので、なるべくそろったものからでもメールなりで送る

ようなかたちでできないかということを内部の方で検討したいと思いますのでよろ

しくお願いいたします。 

 

（村上教育長）他にございませんか。ないようですので、本日の日程は全て終了しまし

たので閉会いたします。 


