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第 3 回 酒 田 市 教 育 委 員 会 定 例 会 
 

 

 

 

酒田市教育委員会会議録 
 



第３回 酒田市教育委員会定例会 会議録 

１ 日  時  平成３０年３月１６日（金）  午後２時００分 開会 

午後３時２０分 閉会 

 

２ 場  所  酒田市総合文化センター４１２号室 

 

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３０年第３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。 

 

◎ 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。お手元に、前回

の定例会、臨時会の会議録の写しがありますので、ご了承くださるようお願いいたし

ます。 

 

◎ 議事  

 

（村上教育長）次に日程第４ 議事に入ります。初めに、報第１号 専決事項の報告に

ついて を議題といたします。これについて提案願います。 

 

◎ 開議 
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（教育部長）報第 1号 専決事項の報告について、酒田市教育委員会教育長事務委任規

則第５条第１項の規定により、平成２９年度酒田市一般会計補正予算（第９号）につ

いて別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告し、承認を求める

ものです。教育委員会資料の１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４億１８６５万６千円、補正後の予算規模が５１

億９２３６万５千円、歳出の補正としては企画管理課分と社会教育文化課分の４点で

す。まず、企画管理課分ですけれども、以下３点は国の平成２９年度第１次補正の補

助採択に伴い、工事費、請負費を増額するものです。１つ目は学校トイレ改修事業小

学校分、十坂小学校改修工事の６５４９万４千円を増額するものです。次に、松山小

学校改修事業は工事請負費の３億２９２万３千円増額するものです。続いて学校トイ

レ改修事業中学校分は、第三中学校トイレ改修経費を３５６７万３千円増額するもの

です。いずれも平成３０年度当初予算に計上した事業を前倒しして実施するものです。

次に、社会教育文化課分ですが、１月下旬の寒波によって破損した出羽遊心館の空調

設備からの水漏れにより天井、壁等の改修工事に要する生涯学習施設整備事業費１４

５６万６千円増額するものです。歳入としては、国庫支出金（教育費国庫補助金）を

１億６１１万３千円増額するほか、市債（教育債）を２億８８９０万増額するもので

す。これにより松山小学校改修事業の継続費補正として年割額を変更し、また学校ト

イレ改修事業の小学校中学校分、それから生涯学習施設整備事業の繰越明許費を補正、

追加し、さらに地方債を補正、変更するものです。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。 

ないようですのでお諮りいたします。報第１号 専決事項の報告について を提案の

とおり承認すること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１号は提案のとおり承認されました。

次に報第２号 専決事項の報告について を議題とします。これについて提案願いま

す。 

 

（教育部長）それでは報第２号 専決事項の報告について 酒田市教育委員会教育長事

務委任規則第５条第１項の規定により、平成３０年度酒田市一般会計補正予算（第１

号）について別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告し承認を

求めるものです。教育委員会資料の２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、補正予算の規模は４億４０９万２千円減額しまして、補正後の予算

規模は５２億３０６０万４千円、歳出の補正としては企画管理課分３点です。いずれ
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も、先ほども申し上げた国の平成２９年度第１次補正の補助採択に伴い、工事請負費

を減額し平成２９年度予算に前倒しするものです。学校トイレ改修事業小学校は６５

４９万４千円減額するものです。松山小学校改修事業は工事請負費を３億２９２万３

千円減額するものです。また学校トイレ改修事業中学校分は３５６７万５千円減額す

るものです。歳入としては国庫支出金を１億５５２万８千円減額するほか、市債を２

億９４８０万円減額するものです。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。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。 

 

（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。 

 

◎議事 

議第１０号 酒田市教育委員会事務局等の組織及び運営に関する規則の一部改正に

ついて  

議第１１号 酒田市立小・中学校管理規則の一部改正について 

議第１２号 酒田市公民館設置管理条例施行規則の一部改正について 

議第１３号 酒田市図書館設置条例施行規則の一部改正について 

議第１４号 酒田市立中学校部活動指導員設置規則の制定について 

議第１５号 酒田市文化芸術推進審議会規則の制定について 

議第１６号 酒田市いじめ防止基本方針の改定について 

議第１７号 酒田市立資料館長の委嘱について 

議第１８号 平成３０年度酒田市教育委員会事務局等職員の人事異動について 

 

 

（村上教育長）次に議第１０号 酒田市教育委員会事務局等の組織及び運営に関する規

則の一部改正について から 議第１３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。これについて一括して提案願います。 

 

（企画管理課長）それでは、議第１０号から議第１３号までの規則の一部改正について

まとめてご説明をさせていただきます。今回提案する理由といたしましては、議第１

０号につきましては、平成３０年４月からの酒田市の行政組織の改編に伴う係名称の

変更及び、再任用職員の職名の新設に伴う職位、職務の見直しなどの改正となります。

議題１１号から議第１３号につきましては、再任用職員の職名の新設に伴う所要の改

正となります。それでは、議第１０号 酒田市教育委員会事務局等の組織及び運営に
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関する規則の一部改正についてご説明いたします。この議案のあとに、規則の一部改

正の新旧対照表をつけています。職名にかかる第４条については、新設された再任職

員職名の「上席専門員」、「主任専門員」、「専門員」、「技能専門員」を加えています。

係の設置に係る第５条については、第１項第３号の社会教育文化課の「芸術文化係」

を「文化芸術係」に名称を変更しています。分掌事務にかかる第６条については、ペ

ージ下段をご覧ください。表内の「芸術文化係」を「文化芸術係」に名称を変更して

います。係名称の右側の分掌事務についても、（１）から（３）の「芸術文化」から

「文化芸術」に文言を変更しています。文化財係の分掌事務につきましては、「市史

編さんに関すること。」を(１０)として加えています。職位にかかる第７条について

は、第１項第６号に「指導主事及び上席専門員」を、第７号に「技能調整主任」を、

次のページの第８号には「主任専門員及び技能主任」を加えています。職務にかかる

第８条については、第５項に「指導主事及び上席専門員」を、第７項に「技能調整主

任」を、第８項に「主任専門員及び技能主任」を加えています。第７条及び第８条に

ついては、再任用職員の職名の新設のほかに、教育委員会事務局運営の現状を踏まえ

た条文の整備を行ったものです。次に別表第１の「２ 課長等専決事項」となります。

企画管理課の職員の任免の専決事項の「日々雇用職員の任免」を「非常勤職員の任免」

に変更しています。これは地方公務員法の改正を前倒しで行う市長部局に準じて、

日々雇用職員を一般職の非常勤職員として任用等を行うための改正となります。 

続きまして、議題１１号から議第１３号につきまして説明をいたします。いずれも

再任用職員の職名の新設に伴う所要の改正となります。 

それでは、議第１１号 酒田市立小・中学校管理規則の一部改正についてご説明い

たします。新旧対照表をご覧ください。「職」にかかる第１４条については、第１９

号に新設された「技能専門員」を加えています。「職務」にかかる第１５条について、

第１０号及び第１１号に「技能専門員」を加えています。 

続きまして議第１２号 酒田市公民館設置管理条例施行規則の一部改正について

ご説明いたします。新旧対照表をご覧ください。「職員」にかかる第４条については、

第 1項に公民館のすべての職員について挙げておりますが、酒田市教育委員会事務局

等の組織及び運営に関する規則と共通する職名があることから、今回の再任用職員の

職務の新設にあわせて、その規則から引用する形で整理しなおしています。具体的に

は、第１項で、館長と副館長だけを規定し、第２項で当該規則から引用する規定を設

けています。職務の第５条、係の設置の第６条については、第４条第２項で引用規則

を「組織及び運営に関する規則」と略称を規定したことによる改正になります。 
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続きまして、議第１３号 酒田市図書館設置条例施行規則の一部改正についてご説

明いたします。新旧対照表をご覧ください。こちらも議第１２号と同様に職員にかか

る第３条の職員の規定を「組織及び運営に関する規則」を引用する形への改正で、第

１項で、館長と副館長だけを規定し、第２項で当該規則から引用する規定を設けてい

ます。職務にかかる第６条については、引用規則を「組織及び運営に関する規則」と

略称を規定したことによる改正になります。なお、議第１０号から議第１３号までの

改正規則の施行期日につきましては、平成３０年４月１日からと考えております。以

上よろしくご審査くださいますようお願い申し上げます。 

 

（村上教育長）一括して提案したわけですけれども、第１０号から順次質疑し、それか

ら議決していきたいと思います。それでは議第１０号 酒田市教育委員会事務局等の

組織及び運営に関する規則の一部改正について ご質問、ご意見ございませんでしょ

うか。 

 

（浅井委員）第７条第１項第６号中に「主査」の次に、「指導主事及び上席専門員」を

加えとありますけれども、指導主事が入るというのはどのような場合が想定される

のでしょうか。 

 

（企画管理課長）こちらの指導主事については、特段の規定がありませんでした。それ

を踏まえて他の例規を比較検討してみたところ、指導主事の位置づけがきちんとなさ

れるべきだろうということで、例規等の整備を図ったものです。基本的には定めがな

いものですから上司の命に従うというかたちにしか職務上はなっていなかったので

すけれども、そこをきちんと他の職務と一緒にするかたちで整理をしなおしたところ

です。 

 

（村上教育長）他にございませんか。 

ないようですのでお諮りいたします。議第１０号 酒田市教育委員会事務局等の組

織及び運営に関する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１０号は提案のとおり決しました。

次に、議第１１号 酒田市立小・中学校管理規則の一部改正について、ご質問、ご意

見等ございませんか。 
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  ないようですのでお諮りいたします。議第１１号 酒田市立小・中学校管理規則の

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１１号は提案のとおり決しました。

次に、議第１２号 酒田市公民館設置管理条例施行規則の一部改正について 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１２号 酒田市公民館設置管理条例施行

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１２号は提案のとおり決しました。

次に、議第１３号 酒田市図書館設置条例施行規則の一部改正について、ご質問、 

ご意見ございませんか。 

  ないようですのでお諮りいたします。議第１３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１３号は提案のとおり決しました。 

 次に、議第１４号 酒田市立中学校部活動指導員設置規則の制定について を議題と

いたします。これについて提案願います。 

 

（学校教育課長）議第１４号 酒田市立中学校部活動指導員設置規則の制定につきまし

て、酒田市立中学校に部活動指導員を設置することに関し、必要な事項を定めるため

次のように規則を制定するものです。第１条、この規則は酒田市立中学校における部

活動の指導体制の充実を図ることにより、生徒の心身の発達に資するため学校教育法

施行規則第７８条の２に規定する部活動指導員を設置することに関し、必要な事項を

定めるものとするものです。第２条、職務について、記載のとおり校長の監督を受け、

技術的な指導に従事することとし、次に掲げる職務を行うものとする。ただし、当該

記載の職務を教諭等が実施することを妨げるものではないということを定めていま

す。２では、校長は指導員に部活動の顧問を命じることができる。３では、校長は指

導員のみを部活動の顧問とする場合、当該部活動を担当する教員等を指定し、第１項

第７号から第９号までに定める職務を命じるものとするとしています。第３条は、委
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嘱についてで、校長の意見を聞いて教育委員会が委嘱するということになります。な

お、これまで指導いただいている外部指導者コーチから部活動指導員を採用する場合

については、予算の範囲内において部活動指導員として対応していただき、それ以外

については今まで同様、コーチとして対応するかたちとなります。規則の第４条は、

身分についてで、地方公務員法に基づき、非常勤の特別職となります。それから、こ

の事業は、国が働き方改革の一環でこの部活動指導員の制度を立ち上げました。予算

については、国が３分の１、県が３分の１、市町村設置者が３分の１というかたちで、。

酒田市の予算額については、報酬は１時間当たり１６００円の２時間、週３日、３５

週を予定しています。平成３０年度の見込みとししては、中学校８校中４校を想定し

ています。費用弁償については、国、県の補助がありませんので、市の単独予算です。

交通費、それから旅費、１校あたり１１万４千円ほどの予算となっています。ご審議

のほどよろしくお願いいたします。以上です。 

 

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

うか。新しい制度がスタートするにあたっての規則になります。ご質問等いろいろあ

ると思いますので、ご遠慮なくお願いしたいと思います。 

 

（浅井委員）規則そのものについてでなくて、この運動部活動指導員の設置ということ

についての質問ですけれども、今までコーチをされていた方が指導員になることも想

定しているわけです。そして、その時間数はその指導員の時間数をあててコーチをす

るということでしょうけれども、指導員を配置することによって、教職員の勤務軽減

はどの程度図られるのか、現状でわかる範囲で教えていただきたい。 

 

（学校教育課長）平成３０年度については、部活動指導員の勤務日数が週３日の３５週

になります。当初の計画では、年間２００日を超える予定でしたけれども、１０５日

ほどの勤務です。そうしますと、学校で年間通して行っている部活動について、完全

にこの指導員に１つの部活の顧問１人体制として任せる現状は厳しいと認識してい

ます。よって、学校で１人部活動の顧問をおいて、２人体制として想定する学校が多

くなるのではないかと考えています。これまでとの違いは単独での責任のもとに、引

率、大会引率ができるということが挙げられると思います。顧問がその場所に必ずい

なければならないということが緩和されると思います。また、学校の工夫により、特

に引率等においては１つの部の担当とせずに、複数の部活動にまたがって引率等の業

務を校長が命ずるケースも想定されるのではないかと思います。また、これまで特に

学校にも大きい負担になっていました冬季間の、例えばスキーのようなスポーツの引

率、こういった部分につきましても一定期間にまとめて勤務をさせることも可能にな

りますので、勤務の緩和という部分には結びつくのではないかと想定しています。以
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上です。 

 

（浅井委員）初めてのことですので、すぐに先生方の負担が解消するというわけではな

いと思いますけれども、年数をかけて指導員の数を増やしていかないと、またどの学

校にも配置されるような方向でもっていかないと、先生方の負担軽減には繋がってい

かないのかと思いますけれども、第一歩としまして我々も見守っていきたいと思いま

す。 

 

（村上教育長）他にございませんか。 

  ないようですのでお諮りいたします。議第１４号 酒田市立中学校部活動指導員設

置規則の制定について 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」） 

 

（村上教育長）ご異議なしと認めます。よって議第１４号は提案のとおり決しました。 

次に、議第１５号 酒田市文化芸術推進審議会規則の制定について 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）それでは、議第１５号 酒田市文化芸術推進審議会規則の制定に

ついてご説明いたします。この酒田市文化芸術推進審議会規則については、第１条（趣

旨）にありますように、酒田市文化芸術基本条例第２０条第６項の審議会に関し必要

な事項は教育委員会が別に定めるという規定に基づき、酒田市文化芸術推進審議会に

関し必要な事項を定めるものです。酒田市文化芸術推進審議会の設置については、条

例で規定していまして審議事項、委員数、任期、会長副会長の設置について規定して

いるところです。規則の第２条においては、会長及び副会長の職務について規定して

います。会長は審議会を代表し会務を総理する。副会長は会長を補佐し、会長に事故

あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。第３条は、会議の招集及

び議事についての規定です。審議会は会長が招集し、その議長となる。２ 審議会は、

委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。３ 審議会の議事は、

出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。４ 会長の

職務を行う者がいない場合における審議会の招集及び会長が決定するまでの審議会

の議長は、教育長が行う。第４条は部会の設置についてです。審議会が必要と認める

ときは、審議会に部会を置くことができる。２ 部会は、会長が指名する委員で組織

する。３ 部会には部会長を置き、部会に所属する委員のうちから会長が指名する。

４ 部会長は、部会における審議状況及び結果を審議会に報告しなければならない。

第５条は関係者の出席等についての規定です。会長は、必要があると認めるときは、
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関係者の出席を求め、その説明又は意見を聞く事ができる。第６条は庶務についてで

す。審議会の庶務は、社会教育文化課において処理する。第７条は、委員についての

規定です。この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長

が別に定める、となっております。附則といたしましては、この規則は、平成３０年

４月１日から施行するということです。以上よろしくご審議いただきますよう、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、ご意見を頂戴したいと思います。

これもまた新しい立ち上げという事になりますので、いろいろわからない点あれば遠

慮なくお願いしたいと思います。いかがでしょうか。 

  私の方から、部会について今の時点でなにか想定できる話はありますか。 

 

（社会教育文化課長）全体で話すというよりは部会、例えば音楽部会とかそういうのを

創りまして、音楽に関する事項について集中的に審議してもらうということもあり得

るのかというふうに思います。 

 

（村上教育長）ないようですのでお諮りいたします。議第１５号 酒田市文化芸術推進

審議会規則の制定について 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」） 

 

（村上教育長）ご異議なしと認めます。よって議第１５号は提案のとおり決しました。

次に議第１６号 酒田市いじめ防止基本方針の改定について を議題といたします。

これについて提案願います。 

 

（学校教育課長）議第１６号 酒田市いじめ防止基本方針の改定について、本市におけ

るいじめ未然防止に向けた取組の充実や、いじめの認知に対する共通認識の構築、初

期段階からの組織的な対応の徹底など、より効果的ないじめの「未然防止」「早期発

見」「適切な対応」につなげるため、酒田市いじめ防止基本方針を改定するものです。

酒田市いじめ防止基本方針をご覧ください。目次のⅡいじめの防止等のための対策の

内容、２番、いじめ防止のための具体的な取組の（７）ですが、学校における取組の

状況の点検（定期・随時）と記載していましたが、ここに「と評価」という項目、文

言を加えております。同様に３番いじめの早期発見のための取組の（４）相談窓口の

周知という項目を新たに設けています。内容について、少しご説明させて頂きます。

（２）学校及び学校の教職員の責務という項目ですが、④を新たに加えています。④

いじめを行った児童・生徒に対しては、教育的配慮の下、いじめに至った背景や心情
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などを理解するよう努め、再発防止と今後の成長に向けて家庭との連携を密にしなが

ら、適切に指導することを基本とするという内容です。次に、１１ページ中段の（７）

学校における取組状況の点検（定期・随時）の次に「と評価」という文言を入れてお

ります。さらに１行目でございます。教育委員会は、管理下の各学校が、学校評価や

教員評価においてという部分の「教員評価」という内容を加えているところです。次

のページ、１２ページでございます。評価に関しまして③を新たに加えたところでご

ざいます。③教員評価において、いじめ問題に対する目標設定や目標への対応状況の

評価を取り扱う場合は、次の点に留意する。日頃からの児童生徒理解に基づく未然防

止や早期発見のための取組を基本とし、いじめが発生した際には、問題を隠さず迅速

かつ適切な対応や組織的な取組につなげているかどうかを評価すること。各学級の実

態に基づく課題を踏まえて、その改善に取り組んでいるかどうかを評価すること。そ

れから、次の１３ページです。この１３ページの内容は、１２ページに大きい３番が

ありますが、いじめの早期発見のための取組という内容に関連した項目で、（４）を

新たに加えています。相談窓口の周知。学校及び教育委員会は、児童生徒や保護者、

地域住民が、いじめ等について相談したり情報を寄せたりすることのできる各種相談

窓口の周知に努めるという内容を加えています。なお、具体的な相談窓口については、

今後整理し周知してまいりたいと考えております。以上、さまざまな貴重なご意見を

いただき、修正した部分について説明いたしました。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、ご意見等ございませんでしょう

か。前回、委員の皆様方から率直なご意見を頂戴したところです。浅井委員の方から

は、教員の評価に関わるところはどうなのかといった点、それから神田委員からは、

加害の児童生徒に対してもしっかり取り組む視点を持ったほうがいいのではないか

といったことです。そういったことについて、盛り込む形にさせていただいたという

ことになります。なお、パブリックコメント等についての結果について、もしあれば、

追加してお願いします。 

 

（学校教育課長）パブリックコメントの結果については、ご意見等はありませんでした。。 

 

（村上教育長）このような経過から本日の提案になりました。新年度からスタートした

いところですけれども、改めまして委員の皆様方からご質問、ご意見をお願いしたい

と思います。 

 

（神田委員）４ページの（２）④につきまして、ここではいじめを行った児童生徒とい

うかたちでの表現になっていまして、いじめがあったということが確定的な事実にな

った後、この児童生徒に対する関わり方について配慮するようにということなのだろ
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うと思いますが、いじめがあったかないかが分からない確定しない段階や、いじめを

受けた側からしてみたらいじめられたというような感じをした場合には、いじめとい

う事になるのでしょうが、加害者と疑われる側についてはどの段階からいじめを行っ

た児童になるのかということが定まりにくい部分があるのではないかと思うのです

が、その際の不確定な状況における関わり方というところも人権への配慮という観点

から考えてみると重要であると考えるわけですが、概ね④に含まれているというよう

な理解でよろしいでしょうか。 

 

（学校教育課長）いじめの定義の問題から、いじめとして対応する場合について、精神

的・肉体的に被害を被ったという訴えがあった段階で、いじめというかたちでの対応

が始まるということから考えますと、まずこの中に実際の場面では曖昧な部分が、事

実が明確に確認されていないケースもあるかと思いますが、その部分についても配慮

をしながら指導、対応していくと考えているところです。 

 

（村上教育長）今、課長の説明にもあったのですけれども、ちょっと関連するところと

して３ページの（２）いじめについての認識というところの「また、好意から行った」

というところですけれども、この部分とも関係するのかと思うのですが、課長からこ

の部分について解説をお願いします。 

 

（学校教育課長）例えば同じ面識のある友達として、１人の子どもが「あなた、そんな

に強い言い方しない方がいいんじゃないの」というようなことを言うようなケースも

学校生活の中ではあります。その子が周りとの関係が崩れることを配慮して、その子

に忠告するようなケースであったとしても、たまたまその子の精神状態だったり生活

上の課題があって、ひどく落ち込むような状況があったケースにつきましても、被害

性に着目するという方向からいじめという捉えにつながるというような話が定義に

なっています。ただ、こういった好意からの行為についても、当然学校指導の中では

その子どもの好意から出てきた行為や、それを支えている思いといったものを大切に

しながら指導していく必要があるということも示されていることになります。このよ

うなケースについては、あえていじめという言葉を使わずに指導することも必要であ

るというとこも示されているところです。 

 

（村上教育長）他にございませんでしょうか。 

 ないようですのでお諮り致します。議第１６号 酒田市いじめ防止基本方針の改定に

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１６号は提案のとおり決しました。 

 暫時休憩いたします。 

 

（村上教育長）再開します。 

次に、議第１７号 酒田市立資料館長の任命について 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１７号 酒田市立資料館長の任命について 酒田市立資料館

長に次の者を任命する。平成３０年３月１６日提出です。酒田市立資料館長としまし

て、佐藤 文彦、再任です。任用期間は、平成３０年４月１日から平成３１年３月３

１日まです。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まして、ご質問、ご意見はございませんか。 

 ないようですので、お諮り致します。議第１７号 酒田市立資料館長の任命について 

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１７号は提案のとおり決しました。

ここで発議いたします。議第１８号については、酒田市職員の人事に関する案件、と

なります。そのため、議第１８号については、酒田市教育委員会会議規則第１４号に

基づき非公開といたしたいと思います。議第１８号を非公開とすることに「賛成」の

委員は、挙手をお願いします。 

 

（村上教育長）出席委員の全員の挙手がございました。出席委員の３分の２以上の賛成

がありましたので、議第１８号 を非公開とするとともに、説明者以外の事務局職員

の退席を求めます。暫時休憩いたします。 

 

― 非公開 ― 

 

◎ 教育長報告 

 

（村上教育長）再開いたします。日程第５ 教育長の報告について ですが、私からの

報告はありませんので、次に日程第６ その他に入ります。 
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◎その他の報告 

 

（村上教育長）初めに、平成２９年度定期監査結果について 教育部長から報告してい

ただきます。 

 

（教育部長）それでは、お手元の資料をご覧いただきたいと思います。平成２９年度定

期監査結果についてご報告申し上げます。監査委員からの聴取については昨年１２月

４日から７日にかけて、教育委員会の各課の課長等に対して行われました。監査結果

についてですが、是正または改善を必要とする事項のうち、特に重要な事項として文

書をもって指摘したという指摘事項というものが５件、それから指摘事項に至らない

事項で、文書で注意注意を行った注意事項としては、１件であります。昨年度につき

ましては、指摘事項１件、注意事項４件でしたが、今回指摘事項が４件と多くなって

います。これは全庁的にも指摘事項が増加し、注意事項が減少しているとのことで、

監査の監査基準が全国的に統一的な基準が制定され、これに伴い、本市の基準の内容

を改正したことにより、指摘事項の方が多くなったということです。初めに、指摘事

項をご説明申し上げます。企画管理課について、。市校長会・教頭会の補助金である

学校運営、研究団体補助金の事業報告が、総会・研修会の年間活動記録しかなく、具

体的な研究成果が報告されておらず、またこの補助金は全国、東北県の各校長会等へ

の上部団体への負担金に充当されているにすぎないとして、速やかな廃止、または見

直しに着手するよう求めています。これに対しては具体的な成果報告書を求めるとと

もに、補助金のあり方について今後協議していきたいと考えております。次に、学校

教育課の方で、明るく楽しい元気な学校づくり支援事業交付金について、交付要綱に

定める事務手続きが過去３年間から適切な処理が行われておらず、要綱に則った事務

処理を行うように求めています。これに対しては、今後複数の目でチェックを行い、

適切な処理をしていくとしていますが、平成３０年度ではこの事業自体が廃止という

ことで予算計上していません。それから、次に社会教育文化課で、指定管理者制度で

運営している旧鐙屋の修繕についてですけれども、協定に反しての処理となっていま

す。修繕の額１０万円以下の修繕については、指定管理者側が行うこととなっていま

すけれども、その手続きがなされていなかったということです。これに対しては双方

でよく確認して手続きを行うとしています。同じく、社会教育文化課の平成２８年の

決算資料の財産に関する調書で、記載すべき高橋剛作のブロンズ像７点が漏れていた

ということです。これに対しては、市美術館の学芸員と連携を図り適切な管理に努め

るとしています。それから、スポーツ振興課については、平田Ｂ＆Ｇ海洋センター水

泳教室受講料の調定が監査時にはまだ行われていなかったということで適正な処理
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を求めています。これに対しては、複数の職員で確認し適切に処理していきたいとい

うことです。次に注意事項ですが、スポーツ振興課です。行政財産目的外使用料の納

入の通知すべき日から１か月遅れていたということで、適切な事務処理を求めていま

す。これに対しては、チェック表を作成し債権管理に努め、適正な事務処理をすると

いうことです。最後に、意見として公益財団法人酒田市美術館、公益財団法人土門拳

記念館がそれぞれ指定管理者として管理運営を行っているわけですが、両施設が２８

年度に双方とも赤字となり特に土門拳記念館の経営は平成２５年度以降赤字が慢性

化してきています。このような状況が今後も継続するようであれば、芸術文化の振興

を図るうえでも、また観光振興の面でも放置できないという意見が述べられています。

そのうえで、指定管理が有効に機能するのか検証する必要があり、２つの財団等に加

えて市民会館等の他の主要施設も入れて文化振興財団の設立も検討課題として考え

ていく必要があるとしています。これに対しては、現行財団の機能を検証するととも

に、今後の財団のあり方も検討していく必要があると考えています。今年度策定の文

化芸術推進計画においても文化振興財団の設立も選択肢の一つとして考えていると

いうことです。以上です。 

 

（村上教育長）ただいまの報告に対し、ご質問、ご意見などありましたらお願いいたし

ます。 

 

（神田委員）社会教育文化課の旧鐙屋の指定管理の施設修繕の件ですが、年度協定で費

用が１０万円を超えるもの、１０万以上以下で酒田市と指定管理者とで分けていると

いう事ではあるのですが、例えば１０万円以下のものが１件ではなくて、かなり古い

建物ですので、１０件２０件ということも考えられなくはないと思います。１０万円

以下を全て指定管理でやらなければならないというのは、限界があって上限額という

のがあるのかなと、１０万円以下のものは指定管理だけれども、年間で修繕費は管理

代行料の何パーセント、いくらまでが上限額ですということを設定してあげないと指

定管理者は非常に厳しい経営をしなければいけないのかと思ったのですがいかがで

しょうか。 

 

（社会教育文化課長）現在の協定には上限額というのは設けていません。今回の指摘事

項については、単純にこちらの不注意ということです。ただし、委員のご指摘のとお

り、１０万円以下のものが積み重なって指定管理者の運営を圧迫するようなことがあ

れば、協議しまして対応し検討していくということは十分考えられるかなと思います。 

 

（浅井委員）学校運営研究団体補助金の件ですけれども、来年度当該団体と協議してい

くということでしたけれども、この補助金というのはかなり前からずっと補助してい
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ます。今になって初めて指摘されてきたのか、過去に指摘されたことがなかったのか

お聞きしたいです。 

 

（企画管理課長）この指摘につきましては、今回指摘としては初めてですけれども、監

査の中では、今までもここ数年は話題になっていた項目です。 

 

（浅井委員）なにか理由があったんでしょうか。 

 

（企画管理課長）こちらについても、校長会と情報交換をしながらやってきている訳で

すけれども、この補助金につきましては事務局の考えとしては校長先生方のこうした

活動につきましては、重要性を鑑みながらその中で校長先生自体が資質向上していく

とか、本市の学校教育の振興に取り組んでいるという考えのもとでこちらの予算化を

財政当局に要求してきた経緯がございます。そうした中で、監査の指摘の中では、ま

ず財政的な部分での予算要求の基準に合ってないという部分もあり、あとは話題にな

ったあたりから近隣の校長会の補助金等についての調査をしてきているところです。

そういったことも踏まえて今回は監査の結果といたしましては、かなり厳しい書き方

になっていますので、今後どう踏み込んでいけるか、校長会・教頭会とどういったか

たちで整理をしていったらいいか、他の自治体の負担の基準を踏まえながら協議をし

ていきたいと考えています。 

 

（村上教育長）他にございませんか。ないようですので次に進みます。報告事項の２ 企

画管理課長お願いします。 

 

（企画管理課長）それでは、報告事項２ 平成２９年度大学等修学支援事業について報

告いたします。資料につきましては、３月８日現在のものとなっていますので予めご

了承ください。この利子補給金につきましては、一定の所得以下の家庭の保護者に対

して、大学修学のための借入金の利子相当額を助成することで、修学の機会を確保し

ていこうとするものです。交付状況ですけれども、新規申請３０件に対して決定が１

９件、継続申請４２件に対しまして３３件決定しています。金額ベースで申し上げま

すと１８１万３４０８円となり、この金額に関しましては昨年の９月までに交付を行

っています。今後交付決定見込みの新規申請の６件、継続申請の９件については、カ

ードローンまたは、変動性金利による借入金の利用者です。利子額が確定次第、審査

のうえ交付決定を行います。以上、ご報告申し上げます。 

 

（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。 
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ないようですので、次に報告事項３について学校教育課長お願いいたします。 

 

（学校教育課長）報告事項の３ 図書の贈呈について、酒田「小さな親切」の会から全

国の小中学生が書いた“小さな親切”に関する作文等を読んでいただきたいと、市内

小中学校及び市立図書館に図書を寄贈するものでございます。市内小中学校への図書

の寄贈は、同会設立当時から続けていただいている活動です。日時については記載の

とおりです。寄贈「しあわせフワリ」６５冊ということで、「小さな親切」の会会長

前田様よりの寄贈です。以上です。 

 

（村上教育長）ただいまの報告に、ご質問、ご意見ございませんでしょうか。 

 ないようですので、次に進みます。報告事項４につきまして図書館長お願いします。 

 

（図書館長）それでは報告事項４ 国立国会図書館の図書館向けデジタル化資料送信サ

ービスについて 概要をご説明いたします。国立国会図書館が所蔵するデジタル資料

のうち、入手が困難な絶版等の資料（商業的に電子配信されていない等、一般的に図

書館等において購入が困難である資料、約１５０万点）について、国立国会図書館か

ら承認された図書館限定で、送信及び複写のサービスを提供するもので、県内の公立

図書館では３番目の実施となります。国立国会図書館には約２６４万点の資料があり

ますけれども、デジタル化されたものが６０万点で、一般のインターネットで５０万

点も見ることができますけれども、１５０万点につきましては公立の図書館に対して

登録した公立の図書館にのみ閲覧、複写が可能となっています。昨今のインターネッ

トの普及等によりまして、通信教育で地元でも博士号、修士号を取れるというような

ことがありまして、その場合にこういった国立国会図書館が持っている資料を参照す

ることで使用したいということです。実際に参照できる資料については、昭和４３年

までに受け入れた図書が５５万点、古典籍、江戸時代より前の貴重な資料で２万点、

雑誌、平成１２年まで発行されていたものが８０万点、学術論文平成３年から１２年

までに受けた論文８０万点、それらが今度４月１日から酒田市立図書館で見ることが

できるということで、こういったことを通じて酒田市立図書館のレファレンス機能の

強化、それから地元で頑張りたいという人の支援をしていきたいと考えています。サ

ービス開始につきましては、４月１日からとなります。利用対象者は図書館利用等に

来ている方、酒田市立図書館では全国どの方でもご利用できるということになってい

ます。利用場所は、中央図書館インターネット閲覧用端末６台、市民等への周知につ

きましてはホームページ、それから広報等で行っていきたいと考えております。以上

です。 

 

（村上教育長）ただいまの報告についてご質問、ご意見ございませんか。 
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（浅井委員）素晴らしい内容でよかったと思いました。これとは関係ないのですが、県

内のある地区だったと思いますが、学校図書館と市の図書館とをネットで繋げて検索

ができるというようなシステムを作りたいというようなことが書いてあったと思う

のですが、どんなようなことが例えば酒田市の場合は可能なのか、金額面とかあると

思うので、どのくらい簡単にできるのかといったようなこと、そしてそれを繋ぐこと

によってかなりのメリットがあると思うのですが、そういったことについて酒田市立

図書館ではお考えはありませんか。 

 

（図書館長）学校図書館のシステムと酒田市立中央図書館のシステムを連携して、同時

に横断検索をしたいということに関しては検討していまして、なお、それについて学

校図書館に入っているシステムがスタンドアロンという単体でして、連携することが

実質的にできないということが判明しています。いわゆるデータのはき出しをして、

システム改修が必要だということが分かりました。それで、どうしても学校連携とし

て進めていきたいと思いまして、酒田市立図書館には子ども読書推進計画の中にある

お勧めの本を今は紙で渡して、あとは図書専門員等の方が研修を通じたりして情報を

流しているといったような現状です。 

 

（浅井委員）新しい図書館もできるので、その辺も考えていただければありがたいと思

います。 

 

（村上教育長）他にございませんか。 

 

（神田委員）デジタル化資料送信サービスは大変すばらしい取り組みであると思います。

こちらの利用が中央図書館のインターネット閲覧用端末に限定されるということで

すが、具体的にどのような資料を参照することができるのかという資料一覧について

もこの６台でないと閲覧することができないということでしょうか。例えば、学会の

学術論文等についてどのような雑誌が集録されているかということが分かれば、積極

的に活用できるかどうかというところも確認可能なのでこういったところも外部か

ら見ることができるのかどうかということについてお願いします。 

 

（図書館長）現在のところ、市立図書館のところで見ることができるというかたちにな

っていまして、それが国立国会図書館の要請でして、しかもその作業をしているとこ

ろがカウンターから見える場所というような限定もついています。なお、この後運用

にあたってどういったかたちで広くご利用いただけるかについては少し勉強をさせ

ていただきたいと考えています。 
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（村上教育長）大学の図書館で見られたらまた広がるのかもしれません。 

 

（図書館長）大学図書館システムで公立の図書館とまたレベルが違う良いものが入って

いて、研究論文等の検索等も充実しているのではないかと考えています。 

 

（村上教育長）このシステムとの繋がり方につきましてはまた情報があればぜひ神田委

員に積極的に情報提供お願いします。 

他にございませんか。ないようですので、報告事項は以上となります。それでは、

委員の皆様方の方から何かお知らせ、報告ございませんでしょうか。 

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。 


