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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  令和２年３月１８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７階 ７０１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 岩 間  奏 子 

出席   欠席 委 員 渡 部   敦 

出席   欠席 委 員 神 田  直 弥 

出席   欠席 委 員 村 上  千 景 

 

４ 説 明 者 

出席   欠席 教 育 次 長 本 間  優 子 

出席   欠席 教 育 次 長 齋 藤  啓 悦 

出席   欠席 企 画 管 理 課 長  長 村  正 弘 

出席   欠席 学 校 教 育 課 長  佐 藤  寿 尚 

出席   欠席 指 導 主 幹 小 松  泰 弘 

出席   欠席 社会教育文化課長 阿 部  武 志 

出席   欠席 スポーツ振興課長 富 樫  喜 晴 

出席   欠席 図 書 館 長 岩 浪  勝 彦 

出席   欠席 図 書 主 幹 髙 橋  紀 幸 

 

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、令和２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、神田委員が遅れて出席されますが、定足数に達してお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

員に渡部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、会議録署名委員は渡部委員と岩間委員に

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

定例会及び臨時会の会議録の写しがありますので、そちら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 議第 ９号 物品の取得について（教師用指導書（小学校）） 

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 酒田市立中学校部活動指導員設置規則の一部改正について 

議第 12 号 酒田市社会教育推進員に関する規則の一部改正について 

議第 13 号 酒田市立小・中学校管理規則の一部改正について 

議第 14 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 15 号 酒田市ひらた農村コミュニティカレッジ拠点施設設置管理条例 

施行規則の一部改正について 

議第 16 号 酒田市出羽遊心館設置管理条例施行規則の一部改正について  

議第 17 号 酒田市公益研修センター設置管理条例施行規則の一部改正につ 

いて 

議第 18 号 酒田市松山歴史公園設置管理条例施行規則の一部改正について 

議第 19 号 酒田市清亀園設置管理条例施行規則の一部改正について 

議第 20 号 酒田市教職員住宅使用規程の一部改正について 

議第 21 号 酒田市立資料館設置管理条例施行規則の一部改正について 

議第 22 号 酒田市眺海の森天体観測館設置管理条例施行規則の一部改正に 

ついて 

議第 23 号 酒田市写真展示館設置管理条例施行規則の一部改正について 

議第 24 号 酒田市旧鐙屋設置管理条例施行規則の一部改正について 

議第 25 号 酒田市美術館設置管理条例施行規則の一部改正について 

議第 26 号 酒田市阿部記念館設置管理条例施行規則の一部改正について 

議第 27 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 

議第 28 号 第２期酒田市教育振興基本計画の策定について 

議第 29 号 酒田市生涯学習推進計画の策定について 

議第 30 号 酒田市立資料館長の任命について 

議第 31 号 令和２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）次に日程第４ 議事に入ります。ここで発議いたします。議第２７号及び

議第３１号については、公開時期に配慮すべき内容であること、また人事案件であるこ

とから、議第２７号及び議第３１号については、酒田市教育委員会会議規則第１４条に

基づき、非公開としたいと思います。議第２７号及び議第３１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。 

 

（出席者全委員 挙手） 

 

（村上教育長）今日出席の３名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



3 

成がありましたので、議第２７号及び議第３１号を非公開といたします。また、この２

件の審議は最後に行います。それでは、議第９号 物品の取得について（教師用指導書

（小学校））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９号 物品の取得について、教師用指導書小学校のものです。ご提

案いたします。本教育委員会は、下記の物品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。取得の目的につきましては、来年度より小学校

の教科書が新しくなることに伴い、教師用の指導書を購入するものです。取得物品につ

きましては、教師用指導書小学校版、約２，４２５冊となっております。約数となって

おりますのは、４月からのクラス数が確定していないものですから、このような表現に

なっております。取得の方法については、随意契約による取得で、予定総額が３，８０

５万５，０００円の単価契約となっております。相手方は、酒田市みずほ二丁目１９－

１０、株式会社八文字屋みずほ八文字屋店長髙橋様になっております。２枚目の方に仮

契約書を添付しております。以上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、ご質問、ご意見はございませんか。 

 

（村上教育長）それでは、ないようですのでお諮りいたします。議第９号 物品の取得に

ついて（教師用指導書（小学校））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９号は提案のとおり決しました。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 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 ご説明いたします。提案理由といたしましては、非常勤職員の取り

扱いが、来年度から会計年度任用職員に変更になること、それから、私立高等学校生徒

授業料軽減制度の廃止、企画管理課内の係業務を実態に即したものに改正すること、当

該規則の文言を市の例規に合わせて整備するための改正になります。議案の後に、新旧

対照表をつけておりますので、こちらでご説明をさせていただきます。最初に、企画管

理課企画管理課係の分掌事務について、新旧対照表の旧の（５）の褒賞を漢字に改めて

います｡それから、旧の（１０）の学校施設の目的外使用に関することについては､業務

実態に合わせて、企画管理係から施設係の業務に変更するものです｡ また旧の（１４）

の内の｢用度｣という文言を｢物品の出納｣に改めるものです。次のページをご覧ください。

旧の（１７）私立高等学校生徒授業料軽減制度に関することについては､制度廃止に伴

い削除しています。旧の（１８）就学資金利子補給制度、（１９）奨学金貸付事業につ
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いては､まとめて｢修学支援に関すること｣という包括的な表記に変更しています｡旧の

（２１）｢事務局内他課に属しない｣を｢他係｣に改めています｡これについては､市長部局

においても､係の業務に所属課以外までを想定して定めている規定がないことを踏まえ

た改正となります｡次に、別表第１「２ 課長等専決事項」となります。次のページを

お願いします。企画管理課の「職員の任免」の専決事項について、旧は「非常勤職員の

任免」となっているところを新しく「会計年度任用職員の任免」に変更しています。こ

れは地方公務員法の改正に伴い、非常勤職員を会計年度任用職員に任用が変わることに

対応したものです。改正規則の施行期日につきましては、令和２年４月１日となります。

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）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 酒田市立中学校部活動指導員設置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。 

 

（学校教育課長）議第１１号 酒田市立中学校部活動指導員設置規則の一部改正について  

ご説明いたします。２枚目の新旧対照表と合わせてご覧ください。第３条の見出しを「任

用」に改めまして、同条中「聴いて委嘱」を「聴いた上で選考を実施」に改め、また、

第４条中「第３条第３項第３号」を「第３条第２項」に、「非常勤の特別職」を「一般

職で非常勤」に改める。第５条第１項のただし書を削りまして、同条第２項を削る。第

７条を削り、第８条を第７条とし、第９条から第１１条までを１条ずつ繰り上げるもの

です。こちらにつきましては、会計年度任用職員に変わることから改正するものです。

この規則は、令和２年４月１日から施行するものですが、経過措置としまして、施行日

前に支給事由の生じた部活動指導員の報酬及び費用弁償の支給については、なお従前の

例によるものです。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まして、ご質問、ご意見はございませんか。 

 

（岩間委員）この指導員の任期は１年限りで、次の年また同じ方がよしとなればまた諮っ

て決定されて継続されるのかお聞きしたいと思います。 
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（学校教育課長）「再任を妨げない」を削っておりますが、３年間は同じ方にお願いでき

ると確認しております。 

 

（村上教育長）ほかにございませんか。ないようですのでお諮りいたします。議第１１号 

酒田市立中学校部活動指導員設置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 酒田市社会教育推進員に関する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。 

 

（社会教育文化課長）議第１２号 酒田市社会教育推進員に関する規則の一部改正につい

て説明いたします。社会教育推進員は、社会教育活動を円滑にし、かつその普及と振興

を図るために生涯学習まつり等で中央公民館事業に協力していただいている非常勤の

職員となります。地方公務員法の一部改正がございまして、令和２年４月から任用でき

る特別職の職が限定されることになったために、当該社会教育推進員は改正された法の

規定に該当しない有償ボランティアとして整理を行ったことに伴って、規則の一部を改

正するものです。新旧対照表をご覧ください。第４条の見出しを「任期」から「委嘱期

間」に改めまして、同条中「の任期」を「の委嘱期間」に、「再任」を「再度の委嘱」

に改めるとともに、第５条中の「教育委員会」を「酒田市教育委員会」と文言を整理す

るものです。施行日は令和２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１２号 酒田市社会教育推進員

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１２号は提案のとおり決しました。次

に、議第１３号 酒田市立小・中学校管理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。 

 

（学校教育課長）議第１３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。酒田市立小・中学校管理規則の一部を改正する規則を次のように制定する
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ものです。酒田市立小・中学校管理規則、平成１７年教育委員会規則第１４号の一部を

次のように改正いたします。別記様式の教育課程計画届実施報告、小学校を次のように

改めるものです。具体的には、「道徳」が「特別の教科である道徳」になり、また小学

校に外国語が入ったところから整理したものです。以上、ご審議くださるようお願いい

たします。 

 

（村上教育長）新学習指導要領の完全実施に伴う教育の指導の実施報告に係る様式でござ

いました。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。 

 

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

次に、議第１４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 から、議

第１９号 酒田市清亀園設置管理条例施行規則の一部改正について まで、及び議第２

１号 酒田市立資料館設置管理条例施行規則の一部改正について から、議第２６号 酒

田市阿部記念館設置管理条例施行規則の一部改正について までを議題といたします。

これについて一括提案をお願いいたします。 

 

（社会教育文化課長）議第１４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

て説明いたします。昨年３月市議会におきまして、令和２年４月１日施行で施設使用料

の改定の条例改正が行われました。それに伴い規則の一部を改正するものです。議第１

４号につきましては、改正の内容は施設使用料に冷暖房料が含まれることになりました

ので、様式第１号の使用許可申請書及び第２号の使用許可書の様式から冷暖房料金の欄

を削除したものです。施行日は令和２年４月１日です。続きまして、議第１５号 酒田

市ひらた農村コミュニティカレッジ拠点施設設置管理条例施行規則の一部改正につい

てです。ひらた農村コミュニティカレッジ拠点施設とは、平田タウンセンター内のシア

ターオズのことです。前議案と同様に、昨年３月市議会において施設使用料の改定の条

例改正が行われたことに伴い、冷暖房料金の部分を削除するものです。様式第１号の使

用許可申請書、様式第２号の使用許可書の様式から冷暖房料金の欄を削除するものです。

続きまして、議第１６号 酒田市出羽遊心館設置管理条例施行規則の一部改正について

です。こちらも前議案と同様に施設使用料改定の条例改正が行われたことに伴い、規則

の一部を改正するものです。こちらも様式第１号の使用許可申請書および第２号の使用

許可書の様式から冷暖房料金の欄を削除するものです。続きまして、議第１７号 酒田

市公益研修センター設置管理条例施行規則の一部改正についてです。公益研修センター

につきましては、東北公益文化大学の南側にあります公益ホール及び研修室となってお
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ります。前議案と同様に、施設使用料の条例改正が行われたことに伴い、様式第１号の

使用許可申請書及び様式第２号の使用許可書の様式から冷暖房料金の欄を削除するも

のです。続きまして、議第１８号 酒田市松山歴史公園設置管理条例施行規則の一部改

正についてです。松山歴史公園につきましては、松山地域にあります松山文化伝承館、

松山城址館等の施設になりますが、前議案同様に、施設使用料の条例改正が行われたこ

とに伴い、様式第１号の使用許可申請書及び様式第２号の使用許可書の様式から冷暖房

料金の欄を削除するとともに、様式第５号の入館券及び様式第９号の減免申請書から、

一般の分類に含めることとなりました大学生の欄を削除するものです。続きまして、議

第１９号 酒田市清亀園設置管理条例施行規則の一部改正についてです。こちらも前議

案と同様に、施設使用料の条例改正が行われたことに伴い、規則の一部を改正するもの

です。内容につきましては、様式第１号の使用許可申請書及び様式第２号の使用許可書

からの様式から冷暖房料金の欄を削除するものです。続きまして、議第２１号 酒田市

立資料館設置管理条例施行規則の一部改正についてです。こちらも前議案と同様に、施

設使用料の条例改正が行われたことに伴い、規則の一部を改正するものです。改正の内

容につきましては、様式第１号の団体入館券、様式第４号の減免申請書から一般に含め

ることとなりました大学生の欄を削除するものです。続きまして、議第２２号 酒田市

眺海の森天体観測館設置管理条例施行規則の一部改正についてです。こちらも前議案と

同様に、施設使用料の条例改正が行われたことに伴い、様式第６号の減免申請書から一

般に含めることになりました大学生の欄を削除するものです。続きまして、議第２３号 

酒田市写真展示館設置管理条例施行規則の一部改正についてです。こちらも前議案と同

様に、施設使用料の条例改正が行われたことに伴い、規則の一部を改正するものです。

改正の内容につきましては、様式第１号の団体入館券及び様式第３号の減免申請書から

一般に含めることとなりました大学生の欄を削除するものです。続きまして、議第２４

号 酒田市旧鐙屋設置管理条例施行規則の一部改正についてです。こちらも施設使用料

の条例改正が行われたことに伴い、規則の一部を改正するものです。改正の内容につき

ましては、様式第２号の減免申請書から一般に含めることとなりました大学生の欄を削

除したものです。続きまして、議第２５号 酒田市美術館設置管理条例施行規則の一部

改正についてです。こちらも施設使用料の条例改正が行われたことに伴い、規則の一部

を改正するものです。改正の内容につきましては、様式第５号の団体用観覧券及び様式

第７号の減免申請書から一般に含めることとなった大学生の欄を削除するものです。議

第２６号 酒田市阿部記念館設置管理条例施行規則の一部改正についてです。こちらも

前議案と同様に、昨年３月市議会において令和２年４月１日施行で施設使用料改定の条

例改正が行われたことに伴い、規則の一部を改正するものです。改正の内容につきまし

ては、様式第２号の減免申請書から一般に含めることとなりました大学生の欄を削除し

たものです。以上施行規則の一部改正についての施行日は、全て令和２年４月１日とな

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）今一括提案をいただきました。それでは、議第１４号に戻りまして、順次、
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質疑、採決を進めて参りたいと思います。初めに、議第１４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 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１４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１４号は提案のとおり決しました。

次に、議第１５号 酒田市ひらた農村コミュニティカレッジ拠点施設設置管理条例施行

規則の一部改正について 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。議第１５号 酒田市ひらた農村コミ

ュニティカレッジ拠点施設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１５号は提案のとおり決しました。

次に、議第１６号 酒田市出羽遊心館設置管理条例施行規則の一部改正について 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。議第１６号 酒田市出羽遊心館設置

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１６号は提案のとおり決しました。

次に、議第１７号 酒田市公益研修センター設置管理条例施行規則の一部改正について 

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。議第１７号 酒田市公益研修センタ

ー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」） 
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（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。

次に、議第１８号 酒田市松山歴史公園設置管理条例施行規則の一部改正について 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。議第１８号 酒田市松山歴史公園設

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１８号は提案のとおり決しました。

次に、議第１９号 酒田市清亀園設置管理条例施行規則の一部改正について 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。議第１９号 酒田市清亀園設置管理

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１９号は提案のとおり決しました。

次に、議第２１号 酒田市立資料館設置管理条例施行規則の一部改正について 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。議第２１号 酒田市立資料館設置管

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２１号は提案のとおり決しました。

次に、議第２２号 酒田市眺海の森天体観測館設置管理条例施行規則の一部改正につい

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。議第２２号 酒田市眺海の森天体観

測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」） 
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（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 酒田市写真展示館設置管理条例施行規則の一部改正について 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。議第２３号 酒田市写真展示館設置

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２３号は提案のとおり決しました。

次に、議第２４号 酒田市旧鐙屋設置管理条例施行規則の一部改正について 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。議第２４号 酒田市旧鐙屋設置管理

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２４号は提案のとおり決しました。

次に、議第２５号 酒田市美術館設置管理条例施行規則の一部改正について 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。議第２５号 酒田市美術館設置管理

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２５号は提案のとおり決しました。   

次に、議第２６号 酒田市阿部記念館設置管理条例施行規則の一部改正について 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。議第２６号 酒田市阿部記念館設置

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」） 
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（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。

次に、戻りまして、議第２０号 酒田市教職員住宅使用規程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）議第２０号 酒田市教職員住宅使用規程の一部改正についてご説明をい

たします。提案理由といたしましては、令和２年３月に、市民と職員の負担軽減を目的

に、申請書等様式ガイドラインが酒田市で策定されたことを受けまして、様式等の変更

を行い負担を軽減するものです。改正する様式については、様式第１号の教職員住宅使

用申請書、様式第３号の教職員住宅入居届について、押印する部分を削除しまして押印

を不要とするものです。この改正訓令の施行期日につきましては、令和２年４月１日と

なります。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）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。 

 

（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 酒田市教職員住宅使用

規程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２０号は提案のとおり決しました。

次に、議第２８号 第２期酒田市教育振興基本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。 

 

（企画管理課長）議第２８号 第２期酒田市教育振興基本計画の策定について ご説明い

たします。この計画は、令和２年度から１０年間の本市教育の施策の基本的方向性を示

すものとなります。前回までの教育委員会等で概要について説明をしておりますので、

今回は、前回の会議でいただいた意見を踏まえて改定したところを中心に説明させてい

ただきます。また、計画にあるコミュニケーションポート（仮称）の記載については、

後日公開される正式名称に、また、今後示される第６次山形県教育振興基本計画後期計

画の記載部分については、今後修正加筆することを予めご了解いただきたいと思います

のでよろしくお願いいたします。それでは、Ａ３判の資料をご覧いただきたいと思いま

す。ページについては、計画書のページをそのまま使っておりますのでよろしくお願い

します。最初にＡ３版資料の１枚をご覧ください。委員のみなさんから、グローバル化

についてのご意見を頂戴していたところです。それを踏まえまして、教育を取り巻く最

近の社会情勢のところに、（３）としてグローバル化の進展を追記しております。内容

については記載のとおりとなります。続きまして、第４章以降の取り組むべき施策とな

ります。最初に基本方針Ⅰの「いのち」の大切さを学ぶ教育を推進するという部分の主

要施策１についてです。今後の方向と取り組みのところで、「赤ちゃん登校日」以降の
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記載をカットしております。前回の意見を踏まえながら、記載がなくても方向性と取り

組みが分かるということからカットしたものです。２枚目をご覧ください。「防災教育

推進」と、３枚目の「安全教育、安全対策の推進」の中の「安全教育」を統合して、「防

災教育・安全教育の推進」としています。こちらの内容としては、児童生徒が主体的に

危険を予測し回避する能力を育成する旨の追記と現状を追記しています。なお、「安全

対策の推進」については、４２ページの「通学の安全確保」の部分に足しております。

それでは戻って２４ページをご覧ください。施策項目としては、児教育との連携となり

ます。こちらは、「小１プロブレム」の解説を本文中に追加しています。それでは、３

２ページの「外国語教育の充実」をご覧ください。こちらについても、グローバル化の

意見をいただいていたことを踏まえて、現状と課題の部分に、課題として、グローバル

な視野やコミュニケーション能力の一層の育成が求められているという部分を加えて

おります。それを受けて、今後の方向と取り組みの中に、外国語の学習をとおして、外

国の多様な文化、感じ方や考え方、価値観への理解を深めるという記載を追記していま

す。それでは、３６ページの「キャリア教育の充実」をご覧ください。就労の意味合い

が強いのではないかという意見を踏まえながら、社会の中で自分の役割を果たしながら、

「目標を持って意欲的に学ぶこと」を課題と今後の方向性に追加しています。なお、以

前の現状と課題の２つ目は背景のみの記載のためカットしています。それでは、４２ペ

ージの「通学の安全確保」をご覧ください。先ほど説明したとおり、現状と課題に通学

時の安全体制について追記しています。また、課題の部分では、通学の安全を確保する

ための遠距離通学対策という部分を加えております。それに対応する形で脚注にスクー

ルバスの基準を追記しております。それでは、４７ページの「ふるさと教育の推進」を

ご覧ください。こちらもご意見をいただいているグローバル化をどこに表していくかと

いう部分で、ふるさと教育の中でも関係してくるのではないかということも踏まえ、グ

ローバル化に対応していくために、ふるさとを理解する必要性があり、グローバルな視

点をもった地域の担い手を育成していく旨の観点から追記しております。国の計画の中

では、日本人としての主体性、同一性の確立の部分でもふるさと教育の部分が触れられ

ておりましたのでこの中で取り上げたということになります。変更点については以上と

なります。それから付随して、パブリックコメントを行っております。その中で意見が

全部で８つほど寄せられておりまして、その回答案をお示ししておりますので、ご参考

としてご覧いただきたいと思います。説明は以上となります。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）最終段階に入って、今日採決いただく段階ですが、非常に重要な点をご指

摘いただいたので、大幅に付け加えたり組み立てを変えたりしているところがあります。

今説明にあったとおりですが、一つはグローバル化をどう計画に反映させたらいいかと

いうことで、最初はグローバルを取り上げる項目を一つ追加して新たに起こすという案

も検討したんですが、実際の施策として下ろしていくときに、非常にそこだけグローバ

ルに特化した施策があるのかとなると極めて難しい施策になるなというのがありまし



13 

た。そこで、今の説明にありますとおり、まず背景の中にグローバル化が進展している

ということをしっかり項目として３番目の位置づけにして、超スマート社会よりももっ

と先にグローバル化そのものを置くということです。ではこれにどう対応するかという

ことについては、一つは国際理解、外を理解するというようなことです。例えば、英語

教育において等、国際理解、全体を理解していくということを英語教育のあたりで進め

るというようなことです。一方、世界の中で自分のアイデンティティ、自分の足元、自

分のふるさとをどう見つめるかということで、ふるさと教育のところで世界から見て、

もう一度自分のふるさとを見つめ直すということをやる、そんな位置づけをしたところ

です。この辺は大きな変更点というよりも物の考え方をはっきりさせたということがあ

りますので、ここは大きかったかと思います。安全教育については、防災も含めて自分

の身の安全を守る、周りの人達の命の安全を守るといったことを一括して重ねて構成す

るような形にしています。これも大きいところかと思います。キャリア教育についても

とても注目されているところでしたので、出口指導にならないように、キャリア教育と

いうのは、全学年を通した教育であると。その発達段階に応じて自分の生き方を考える

教育、位置づけをはっきり打ち出したというようにしております。ご意見、ご質問を頂

戴したいと思います。いかがでしょうか。 

 

（岩間委員）だいぶブラッシュアップされて１回目２回目と振り返って見てきたんですが、

良くなっていると思いました。このＫＰＩの数字ですが、防災の部分の「学校管理下に

おける事故災害で負傷する児童生徒の割合」というのが、最初はカッコ書きで見舞金の

請求件数に基づいた数値が減るようにとあったのが、２回目で無くなっているので何の

根拠でこの数値なのかが分かるものは記載した方がいいのかなと思いました。アンケー

トとか何から調べたものがどうなってというのができる限り載せておいた方がいいの

かなと思ったのが感想です。 

 

（学校教育課長）内部の方で確認しておけばいいことかといった判断の元削除したところ

ですが、あった方が分かりやすいというようであれば付けることはやぶさかではないか

と思います。 

 

（村上教育長）内部的なデータはしっかり持つと。しかしＫＰＩには上げないという考え

方が今のところの考え方ですね。そのままになるかも知れませんが、ここで結論を出す

形で進められればと思います。内部的な資料で事故やけがを追っていくということです

ね。表に上げるＫＰＩとしては何か改めて考えはございますか。 

 

（学校教育課長）今のところはございません。 

 

（岩間委員）基礎的運動能力の向上のところのＫＰＩで、運動することが好きな児童生徒

の割合が増えることは好ましいと思うのですが、この５０メートル走のタイムが速くな
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ることが目的なのか、速いに越したことはないのですがこれがあえてここの努力目標に

入れるのか、あってもなくても全体的に上がればとても良いことだけれども、スピード

ということより、好きだとかできるとか抽象的なものを数値として上げていた方がいい

のかなと思います。 

 

（村上教育長）５０メートル走を取り上げた背景というのは。 

 

（学校教育課長）成果指標とかと連携している部分で使っているということになります。 

 

（岩間委員）個人能力だと学年にもよったり、測ったところでなかなかそれが成果として

上がったのかどうなのかと疑問に思ったところです。 

 

（学校教育課長）その年の傾向がある中で、全国平均並みの体力があることを目指し、そ

の目安の中で５０メートル走を取り上げているところです。 

 

（村上教育長）全国的にもそうですけれども、山形県もそうだったか５０メートル走が伸

びないんです。酒田も。それで事業も起こして、走り方を教えてもらう授業を小学校で

もずっとやってきておりまして、走るというのは運動の基本なのではないかということ

で、そこはモニターしようかなと予算をかけてやってきているものですから、少し上が

るといいなという意図はございます。 

 

（渡部委員）グローバル化に関して、単独した項目ということではなくて各施策に関連付

けて記載していただいたことは本当にありがたかったなと思いました。読んだ時に、１

８ページの今後の方向性と取り組みの真ん中で、「発達段階の応じ」は「発達段階に応

じ」に、１９ページの今後の方向性と取り組みの２行目で、「指導資料の活用」は「指

導資料を活用」にお願いします。 

 

（村上委員）改めて読ませていただいて、教育目標と目指す人間像、そして施策に至るま

で全体をうまく覆って繋がってというような感じで読ませていただきました。 

 

（神田委員）グローバルの具体的な施策というのは確かに難しい部分があろうかと思いま

すので、それぞれの所に入れ込んでいただいたということで大変ありがたいと思います。

例えば、ふるさと教育で自分が住んでいる地域について関心を持つであるとか説明でき

るようにするというのは、自分の地域について地域の事を知らない人に話そうと思った

時に初めて知らないということに気が付くということがあるのかなと思いますので、何

か外国の方とコミュニケーションを取るようなそういう機会、英語でやるとなると英語

そのものがメインになってしまうので、なかなか挨拶ができたで終わってしまうような

部分もあると思うんですが、例えば、この地域に住んでいる外国の方で日本語が上手な
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方で構わないと思うんです。赤ちゃん登校日は消えましたけれども、このような形で外

国の方でこの地域に住んでいる方とのコミュニケーションの機会というようなものを

設けていくとか、そこでそれぞれの文化についてお話をしていただく中で、向こうの国

の特徴はこんな特徴がありますよと、それに対してこの地域の事を説明しようとした時

に、恐らくそこで何となく分かっているけれども言葉にできないというような課題に直

面する機会というのがあって、そこでなんとかしなくてはいけないという動機付けが高

まっていくと思いますし、そこでのコミュニケーションの中でいわゆる文化の違い、文

化を学ばないといけないんだというのが表面的にただ言われてもその必要性を実感で

きないと思うんですが、実際に文化が異なる方と対話をする機会があるとやはり学習の

動機付けに繋がっていくと思うんです。この地域に馴染んでいる方と話をしても仕方が

ない部分もあって、来たばかりの方とかそういう方でお願いできる方がいらっしゃるか

分からないので、この中に書き込むのは難しいと思いますけれども。 

 

（村上教育長）外国語教育の中にも確かに位置付けてはいるんですが、それは例えばＡＬ

Ｔさんがいらした時に外国語の発音の仕方をＡＬＴさんに教えてもらうだけではなく

て、例えばＡＬＴさんに日本の事、酒田の事を教えてあげよう、どんな事を教えてあげ

たいかなということは、グローバルで考えた時に実は大切な教育活動の一つなんだとい

うふうに位置付けるということですよね。上手な英語でしゃべれないかもしれないけれ

ども、どんなことを伝えたいかということはとても大事な事なのかなと思います。英語

教育でのあり方も標記の仕方はだいぶ工夫したと思っているんですが、世界から見たふ

るさと、そういったことを認識してそれについてコミュニケーションできるようにとい

う辺りがみそなのかなと教えてもらったところです。場合によっては表現の仕方を更に

磨けるかどうかですね。 

 

（学校教育課長）お話を聞いていて、子ども達がどう活動したらよいかという部分のヒン

トを頂戴して、学校でこのような話を受ければ様々な工夫をするのではないかと思って

期待感を持っているところです。 

 

（村上教育長）大きな客船が来ると一中の子ども達が酒田を紹介するパンフレットを作っ

て出迎えてくれる。それは英語で上手に話すこともありますけれども、酒田を紹介する

活動をしていくということです。そういったような事が、足元を見つめる上で非常に重

要なグローバルなことを見据えた教育活動になっていると。私達がしっかり位置づけて

励ましてやるというふうにできればなと思います。ほかに全体を通して、ご意見等ござ

いましたらお願いしたいと思います。 

 

（村上教育長）ないようですのでお諮りいたします。議第２８号 第２期酒田市教育振興

基本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。 
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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２８号は提案のとおり決しました。

次に、議第２９号 酒田市生涯学習推進計画の策定について を議題といたします。こ

れについて提案をお願いします。 

 

（社会教育文化課長）議第２９号 酒田市生涯学習推進計画の策定について ご説明いた

します。今年度で計画期間が終了いたします現計画に替えまして、新たに令和１１年度

までの１０年間を計画期間といたします酒田市の生涯学習の基本的な計画になります

生涯学習推進計画を策定するものです。今回お手元に配布いたしました資料には、資料

編を追加しておりますし、前回の勉強会でご指摘いただいた部分を変えております。１

ページですが、第 1章第１節の計画策定の主旨というところで、以前は教育長の策定に

あたってというページが１ページ設けておりましたが、計画策定の主旨と内容がかなり

だぶるということで、この計画策定の主旨の方にまとめております。それから９ページ

をご覧ください。前回の勉強会で１０ページにキャッチフレーズ、「学ぶ・つながる・

生かす・人生１００年時代の生涯学習」を載せておりますけれども、この流れが唐突で

はないかというご意見をいただいておりました。９ページに第２章第４節に課題２２項

目を整理すると概ね「学ぶ・つながる・生かす」という部分にまとめて分類できるので

はないかということで９ページに載せました。それを受けまして、キャッチフレーズを

「学ぶ・つながる・生かす」としたいという流れにしております。それから、１１ペー

ジですが、基本策Ⅰ－１で一文が長いというご指摘をいただきましたので、この文章を

分割して標記しております。２０ページになりますが、資料編の一番最初になりますが、

生涯学習計画の体系図ということでＡ３の見開きを以前は１０ページに載せておりま

したが、全体を見渡しやすい資料編の一番最初に持ってきております。前回からの変更

点は以上です。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）非常に大きな宿題をいただいておりましたのは、８ページと９ページの繋

ぎ方です。様々な課題を２２項目それぞれ拾ってきて、課題の種類ごとに分けてみた時

にどのような課題としてまとめることができるかということで９ページへ整理してみ

ました。一つ一つの項目がここでいいのか、例えば「つながる」ということでまとめら

れるのか、「生かす」ということでまとめられるのか、これを厳密に分類しようとする

と多少だぶりがでてきまして、どちらかと言えば「生かす」の方かというような部分が

ありました。そういう意味では二つにまたがっている部分は再掲という形にして、「学

ぶ・つながる・生かす」という三つの皿でしっかり受け止めるという考え方をしてみた

ところです。なお、文化芸術については、既に新しい方向性を検討しているので、文化

芸術に指導助言をいただいた中川先生からも参考までに意見をいただくために見てい

ただいた経緯があります。そこでは、社会包摂の件で、障がいをお持ちの方もいつでも

どこでも誰でもこの精神はとても大切な事なんだと、今までのその精神が入れ替わった
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訳ではなくて、どんな立場の人も、時間がないとか文化にお金を使えないという人でも

ちゃんと生きる権利として保障する必要があるという強い考え方を持っている先生な

んですけれども、社会包摂の視点については、この計画にも非常に良く出ている、基本

的にとても良い推進計画だねとご意見をいただきました。私達をそういったことも励み

にしながら進めてきたところです。委員の皆さま方からご意見がございましたらよろし

くお願いしたいと思います。 

 

（神田委員）前回意見を出したのが「つながり」のところだったかと思いますが、今回９

ページを追加していただいたので、流れが大変分かりやすくなって前回のような唐突感

がなくスムーズにこの３つがキーワードになるのだなということが理解できましたの

で、大変分かりやすくなったと感じております。 

 

（村上委員）前回提案させていただいた一覧表を後ろの方にということで、考えてくださ

ったのだなと感じました。教育長さんの話を聞きながら、直接これとは関わらないけれ

ども、夜間中学の新聞記事で、８０歳のおじいさんが奥様にお礼の手紙を書きたくて学

び続けたというところがありました。これから、いつでもどこでもいくつになってもそ

ういったことが推進されていくことを願っています。 

 

（渡部委員）生涯学習という非常に盛り沢山な内容ですけれども、社会包摂というキーワ

ードを大切にしながら、すごく分かりやすく分類整理されていて非常に読みやすい、見

やすい計画だなと思いました。 

 

（岩間委員）１回目からだいぶ見やすくなったと思います。後ろの課題を改めて具体的に

グラフで見ることができて、その前にはそのためにはこんな事をしますという施策があ

って、これから具体的に生涯学習のプログラムを組み立てていくのかなと思いますが、

ここまで道筋を作ったので、ぜひ市民の皆様からは参加してプログラムを味わっていた

だいて形になるように行動して一人一人から動いてもらうためには次どうしたらいい

かまで落とし込めるといいかなと思いました。 

 

（村上教育長）それではお諮りしたいと思います。議第２９号 酒田市生涯学習推進計画

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２９号は提案のとおり決しました。   

次に進みます。議第３０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。

これについて提案願います。 
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（社会教育文化課長）議第３０号 酒田市立資料館長の任命についてご説明いたします。

年度ごとの任命となります酒田市立資料館の館長を任命するものです。須藤秀明さんに

つきましては、元市の職員で、社会教育文化課にも在籍した経験もありまして、文化行

政にも明るく、令和元年度も資料館長を勤めていただきました。引き続き令和２年度に

ついても資料館長をお願いするものです。任用期間については、令和２年４月１日から

令和３年３月３１日までです。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）暫時休憩いたします。 

 

（村上教育長）再開いたします。ただいまの提案に対し、ご質問、ご意見等はございませ

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３０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３０号は提案のとおり決しました。先

ほど非公開としました議第２７号と議第３１号については、最後に審議いたしますので、

次に進みます。 

 

◎ 教育長報告 

 

（村上教育長）日程第５ 教育長の報告についてですが、今回私からの報告はございませ

ん。 

 

◎ その他の報告 

 

（村上教育長）次に、日程第６ その他に入ります。報告事項１から報告事項２ につい

ては各担当より説明がありますので、順に説明をお願いいたします。それでは、初めに

報告事項１についてお願いします。 

 

（企画管理課長）報告事項１－１、企画管理課の新型コロナウイルス感染症の対応の状況

について説明いたします。当課で大きく影響したものは、学校給食を休止したというこ

とになります。学校の休業に合わせて３月３日から休止ということになります。こちら

の休止に合わせてキャンセルできるものはキャンセルして、発注済みでキャンセルでき

なかったものについては、ジャガイモ１５０ｋｇとヨーグルト１３９個でした。長期保

存がきく物についてはそのまま４月以降で使用するということで対応していきたいと
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考えております。なお、キャンセルできなかったジャガイモとヨーグルトについては、

一般市民向けに市役所の１階で販売をいたしました。販売価格については、仕入れ原価

と同額として、一般のスーパーで買うよりは安くはなったかと思いますが、どちらも市

の赤字にならない価格設定にさせていただきました。給食中止に伴う給食費については

返還手続きをしているところです。ただ、現金での返還となり、両替に係る手数料は市

の方で負担するということで整理しております。中学校の給食については、単価契約と

なっておりますので、中止イコール委託料が生じないという形になっております。これ

らについては、国の補償制度等の動向を見ながら、また業者とも話を伺いながら、市で

できることはどういうことか詰めている最中です。今後、業者との交渉を踏まえながら

市で支払う金額を固めていくということになります。それから、給食調理員の非常勤職

員については、学校の事情に合わせて対応していただくということをしておりますが、

基本的には勤務をすることを予定していた期間は出勤して、それなりの仕事をしていた

だく、例えば普段できない大掛かりな掃除であるとか備品や設備の点検等を行っていた

だくということです。ただ、子どもの世話などで出勤が難しい職員については特別休暇

で対応しております。それから、各種式典等の中止については、毎年年度末に行ってい

る退職教職員感謝状贈呈式は、県の教職員の退職辞令交付、永年勤続表彰等も中止にな

るということがありましたので、市の方についても同様に中止することを決定しており

ます。当課の報告は以上となります。 

 

（学校教育課長）添付しました資料については、教育委員会から学校に発出している文書

となります。これまでの流れについておさらいをさせていただきます。国や県の要請を

受けて、また市の方針を踏まえまして、３月３日より臨時休業となっております。今日

小学校の卒業式がありまして、臨時休業は今日までとなっております。ただし、３月い

っぱいは活動を制限するという約束の中で部活、補習の制限は継続している状況です。

また、中学校の修学旅行が４月の２０日前後に予定しておりましたが、一定期間延期す

るというところで確認しております。中学校の実情により、現在秋にできないかと模索

している状況です。また、３月１０日に高校入試、昨日合格発表がありましたが、大き

な混乱は聞こえてきていないところです。小中学校の卒業式についても、沢山のご意見

を頂戴しながらではありましたが、各学校で工夫して心に残る卒業式になったと聞いて

おります。また、学童との連携について、一部学校の校舎を開放しながら活動している

という状況もありました。スクールバスの運行については、補償の問題が話題になって

おり、市全体としての方針を検討中です。今後のことについては、明日からの春休みの

過ごし方について、どのような形で子ども達に働きかけていくかということについては、

改めて検討する余地があると考えております。４月の新学期に向けて、入学式のあり方

等についても合わせて今から検討しなければならないと確認しているところです。なお、

昨日の報道でありましたけれども、全国学力学習状況調査も延期するということがあり

ましたので、そういったことも踏まえながら担当の方々のご意見も頂戴して検討してま

いりたいと考えております。以上です。 
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（社会教育文化課長）新型コロナウイルス感染の対応について社会教育文化課の状況をご

説明いたします。初めに所管施設の状況ですが、現在のところ休館の措置を取っている

施設はございません。感染症予防の取り組みということと来館される皆様へのお願いと

いう説明文について張り紙を各施設に掲示しているところです。また、主催事業の状況

につきましては、市の対策本部の方針に基づきまして５０名以上の参加が想定される３

月中の主催事業については全て中止。そして、３月以降の共催事業についても延期また

は中止としております。イベント主催者への対応につきましても、開催の必要性を検討

して頂きたいという旨の要請を行いまして、３月中の希望ホールのイベントについては

全てキャンセルという形になっております。なお、キャンセルして頂いたイベントにつ

きましては、使用料を事前納付していただいておりますので、返金の対応をさせて頂い

ているところです。以上です。 

 

（スポーツ振興課長）スポーツ振興課の新型コロナウイルス感染の対応です。今回の部活

動禁止の措置以前に施設の方については各利用団体が予約の申し込みをして施設の利

用を確保しているわけですから、それと同時に減免の申請も既に済んでいるものが多数

ありました。スポーツ少年団、総合型スポーツクラブが減免の対象になっておりますが、

こちらの方にはそれぞれの団体宛に活動自粛の要請の文書を送るとともに、予約になっ

ている施設についてキャンセルの手続きをして頂くように今回の状況を説明しながら

各利用団体から協力頂いてキャンセルして頂きました。施設の感染症予防対策の張り紙

等については当初から張っております。あと、高校生の利用については、市内公立高校

の修了式まで活動禁止の連絡が入っておりますので活動禁止の対応をしております。ま

た、施設の個人利用という形でＰＴＡの方が子どもさんを連れて体を動かしたいという

利用につきましては、感染症拡大予防ということの学校のお休みを踏まえながら利用し

て頂いております。あと、各施設の消毒液の在庫状況は別紙が付いておりませんでした

ので大変失礼しました。勤労者体育センター、光ケ丘陸上競技場、光ケ丘野球場につい

て在庫なしで、水道水による手洗いで対応をお願いしておりますが、勤労者体育センタ

ーには余分に在庫を持っている施設から回して、こちらの方はもう少し消毒液を使用し

て頂きたいと考えております。以上です。 

 

（図書館長）図書館の対応についてご説明いたします。図書館では第一段階として２月末

にイベントの中止という事で、３月中の赤ちゃんの読み聞かせ教室と土曜お話会を中止

としております。３月１１日からサービスの１部休止という事で、当分の間ですが学習

室の利用、中央図書館の３階に６０席、平田図書センターに２４席あるものを利用中止

しております。それから、中央図書館３階の参考図書室の閲覧席を８席から半分の４席

へ縮小しております。その他の対応としましては、テレビ照搭載の設置として入口のと

ころにこれまではアルコールを置いておりましたが、残り少なくなってきたので危機管

理課からの助言もあり次亜塩素酸水を置いております。こちらの方は在庫が豊富にある

ということでしたので今日から切り替えております。あと長時間滞在の自粛を促す張り
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紙を掲示しております。参考までに県内の公立図書館ですが、山形県は休館していると

ころはありません。当館と同じように１部サービスの停止というレベルに留まっており

ます。ただし、宮城県や秋田県など感染者が発生している県では既に休館に入っている

ところが多数あります。図書館の利用状況ですけれども、利用者数は平年並みで特に増

えたり減ったりはしておりません。以上です。 

 

（村上教育長）コロナウイルス感染対応関連の報告を一括して行いました。今後の対応に

ついては勉強会の方に回しておりますので、今後どうなるのかについてはそちらの方で

是非ご意見を頂戴したいと思います。今報告事項１－１から１－５までまとめて報告さ

せて頂きましたけれども、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。

いかがでしょうか。 

 

（村上教育長）ないようですので次に、報告事項２についてお願いします 

 

（教育次長）令和元年度定期監査結果とその後の対応について報告申し上げます。今年度

は指摘事項が３件、注意事項が１点ございました。内容としましては、指摘事項の企画

管理課で１００万円を超える自動食器洗浄機が平成２９年度に廃棄されているのにも

関わらず、財産に関する調書に記載されていたということで、平成２７年度の定期監査

において重要物品に記載漏れがあったということも指摘したにも関わらず、同様のよう

なことが起きて改善されていないという事で指摘を受けたものです。こちらに対する措

置につきましては、学校の備品購入及び廃棄の際に用いる連絡票を課内での購入・廃棄

の事務処理の際も用いることとしております。そして、複数のチェックをするというこ

とに改めております。それから、社会教育文化課には市民会館の建築設備の定期検査の

報告書作成の業務委託についてですが、設定した予定価格が１６万８千円でしたが、こ

れを超えた１７万７千円で契約を締結していたという事例がありました。これに対して

は、複数の職員により確認が出来るように対策を講じております。それから、スポーツ

振興課につきましても重要物品の指摘がありました。平成２７年度に２台同時購入した

１００万円を超える陸上競技時計計測システムが財産に関する調書には１台分しか掲

載されていなかったということです。今後は複数人で確認しながら事務処理を行ってい

くという対応を考えているところです。それから注意事項は１点です。社会教育文化課

の出羽遊心館の使用料及び呈茶収入について、現金の金融機関への払い込みが正当な理

由もなく７日を超えていたという注意でした。こちらに対しては、金額の多寡にかかわ

らず週１回入金処理をするように改めました。以上報告とさせていただきます。 

 

（村上教育長）監査の結果についてはしっかりと受け止めなければならないということと、

教育委員会がチェック機能を果たすというようなことから、こういった監査についてど

のような指摘事項があったのかということをご報告してしっかり対応していくという

方針もご報告をしているということです。このことについてご質問やご意見はございま
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せんか。 

 

（村上教育長）ないようですので次に、報告事項３から報告事項５については、紙面での

報告とさせていただきますが、担当課の方から補足説明が必要だということがありまし

たらお願いしたいと思いますが、担当課の方でありますでしょうか。 

 

（村上教育長）ないようですので、委員の皆さまより報告事項３から報告事項５について、

何かご質問等はございますでしょうか。 

 

（村上委員）放課後学習会の持ち方についてですが、学生さんの方からプリントを作る時

間もということでしたが、プリントなりを提示してやっているのか、それとも生徒の方

から自分で分からないから聞きたいというのか、形が見えなかったので教えてください。 

 

（企画管理課長）公益大との連携事業となりますが、こちらについては学校ごとでやり方

が違っていて、事前に学校と相談をしながらやるという形にしております。ただ、プリ

ントの部分については当初プリントでやっていましたが、なかなかプリントが大変だと

いうことで方法を変えていったという学校も今年度についてはありました。いずれにし

ても、資料の表面をめくって頂くと来年に向けた振り返りと反省のところも一度整理を

しながら、この事業についてはお互いに学び合うというのが一番大事な部分だと思いま

す。そうした中で、長く続けていくためには負担感が生じるようなやり方は訂正してい

く必要があると考えておりますので、いずれにしても大学の学生さんと大学、教えて頂

く中学生と学校、どちらもメリットを感じられるようなやり方を模索しながら続けてい

くということで今振り返りと反省をしておりますので、来年度以降については大学や学

生さんの事情等も学校にお伝えしながら、上手く良いやり方がないか探っていければと

考えています。 

 

（村上委員）学校の誘い方というか、子どもたちへの案内のやり方もあろうかと思います

が、私はとても良い機会だと思うので、公益大の学生さん達が子ども達にとって憧れの

お兄さんお姉さんになるような、学びだけではなくて考え方なり生き方なりを学ぶ機会

にして欲しいなと。そういった意味では、もっと参加してもらえるような方策を学校も

取っていって欲しいなという感想を持ちました。 

 

（村上教育長）他にないようですので、報告事項は以上となります。それでは、これより

非公開の議案審議に入ります。 

 

― 非公開 ― 

 

（村上教育長）本日の案件は以上となりますが、事務局より何か他にございますか。 
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（村上教育長）委員の皆さま方から何かございませんでしょうか。 

 

（村上教育長）以上を持ちまして本日の日程は全て終了いたしましたので閉会いたします。 


