
 

 

 

 

令和２年５月２６日 
 

 

開  議 

 

第５回酒田市教育委員会定例会 

 

 

 

 

酒田市教育委員会会議録 
 



第５回 酒田市教育委員会定例会 会議録 

１ 日  時  令和２年５月２６日（金） 午後１時３０分 開会 

午後３時２０分 閉会 

 

２ 場  所  酒田市役所中町庁舎６階 ６１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 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 一 志 

出席   欠席 企 画 管 理 課 長  長 村  正 弘 

出席   欠席 学 校 教 育 課 長  阿 部  周 

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 

 

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５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

委員に渡部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、会議録署名委員は渡部委員と神田委員に

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。前回の会議録の

報告はお手元に配布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 報第１号  専決事項の報告について（酒田市教育研究所長及び所長代理の 

委嘱） 

報第２号  専決事項の報告について（酒田市教育相談室運営委員会委員の委

嘱） 

報第３号  専決事項の報告について（酒田市理科教育センター運営委員会委

員の委嘱） 

報第４号  専決事項の報告について（酒田市理科教育センター主事の委嘱） 

報第５号  専決事項の報告について（酒田市就学支援委員会委員の委嘱又は

任命） 

報第６号  専決事項の報告について（酒田市スポーツ推進審議会委員の委嘱） 

議第３２号 令和２年度酒田市一般会計補正予算（第４号）について 

議第３３号 （仮称）酒田市コミュニケーションポート設置管理条例の一部改

正について 

議第３４号 請負契約の締結について（酒田市民会館舞台音響設備改修工事） 

議第３５号 物品の所得について（光ケ丘プール スターティングブロック・

プリンティングタイマー） 

議第３６号 酒田市小・中学校学区改編審議会委員の委嘱について 

議第３７号 酒田市青少年指導センター運営協議会委員の委嘱について 

議第３８号 酒田市立資料館協議会委員の委嘱について 

議第３９号 酒田市阿部記念館運営委員会委員の委嘱について 

議第４０号 酒田市文化芸術推進審議会委員の委嘱について 

議第４１号 酒田市図書館協議会委員の委嘱について 

 

 

（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３２号から

議第３５号については、これから市議会の議決を経るべき議案となっていることから、

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３２号

から議第３５号までを非公開とすることに「賛成」の委員は、挙手をお願いいたします。 

  

（全委員 挙手） 

 

（村上教育長）ありがとうございます。全員の挙手がございました。出席議員の３分の２

以上の賛成がありましたので、議第３２号から議第３５号までは、非公開といたします。

また、ただいま非公開としました議案４件については、最後に審議を行います。 

 

（村上教育長）それでは、報第１号 専決事項の報告について から、報第６号 専決事

項の報告について までを議題といたします。これについて一括してご提案願います。 
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（企画管理課長）それでは私の方から報第１号 専決事項の報告について（酒田市教育研

究所長及び所長代理の委嘱）から報第６号 専決事項の報告について（酒田市スポー

ツ推進審議会委員の委嘱）までの６件について、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、教育長が専決処分をいたしましたので、同条第２項の

規定により報告し承認を求めるものです。 

初めに、報第１号 専決事項の報告について（酒田市教育研究所長及び所長代理の

委嘱について）ご説明します。次のページをご覧ください。教育研究所長には、亀ケ

崎小学校長の齋藤正志氏を、同所長代理には、第一中学校長の齋藤司氏を委嘱してお

ります。それぞれの校長会から推薦をいただいております。委嘱期間は、令和３年３

月３１日までとなります。 

次に、報第２号専決事項の報告について（酒田市教育相談室運営委員会委員の委嘱に

ついて）ご説明します。２枚捲っていただき、別紙をご覧ください。酒田市教育相談室

運営委員会委員として、別紙記載の１２名を委嘱しています。一番上の八幡小学校長の

髙橋健氏、次の第二中学校長の岩本諒子氏の両氏については、それぞれの校長会からの

推薦をいただいております。その他の委員ついては、教育委員会から依頼したものです。

委嘱期間は、令和３年３月３１日までとなります。 

次に、報第３号 専決事項の報告について（酒田市理科教育センター運営委員会委員

の委嘱について）ご説明します。次のページをご覧ください。第一中学校長の齋藤司氏

から第六中学校教諭の伊藤博幸氏までの６名を委嘱しております。校長職、教頭職の委

員については、それぞれ校長会及び教頭会から推薦をいただき、その他の委員について

は、教育委員会で依頼したものです。委嘱期間は、令和３年３月３１日までとなります。 

次に、報第４号 専決事項の報告について（酒田市理科教育センター主事の委嘱につ

いて）ご説明します。次のページをご覧ください。泉小学校教諭の鈴木博明氏から、第

三中学校教諭の沓澤俊輔氏までの５名を委嘱しています。いずれも教育委員会から依頼

したものです。委嘱期間は、令和３年３月３１日までとなります。 

次に、報第５号 専決事項の報告について（酒田市就学支援委員会委員の委嘱又は任

命について）ご説明します。２枚捲っていただき別紙をご覧ください。酒田地区医師会

十全堂島貫恵子氏から健康課荒生佳代氏までの１２名については委嘱となりますが、表

の下方の学校教育課長の阿部周氏、教育相談室相談専門員の土門明氏については、教育

委員会事務局等の職員のため、任命となります。 

今回委嘱または任命された職員と特別支援教育巡回相談員の１名は、教育委員会から

依頼をし、その他の委員については、関係団体等から推薦をいただいたものです。委嘱

及び任命期間は、令和３年３月３１日までとなります。 

次に、報第６号 専決事項の報告について（酒田市スポーツ推進審議会委員の委嘱）

について ご説明します。次のページをご覧ください。今回スポーツ推進審議会委員と

して推薦申し上げたのは、鳥海八幡中学校長の田中学氏でありますが、こちらについて

は中学校長会から推薦いただいた方になります。委嘱期間は、令和３年３月３１日まで

となります。以上、６件について専決処分を行いましたのでご報告いたします。 
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（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。それでは、報第１号から報第６号までの提案に対し、ど

ちらからでも結構ですので、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、順次お諮りいたします。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。

次に、報第３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３号は提案のとおり承認されました。

次に、報第４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４号は提案のとおり承認されました。

次に、報第５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５号は提案のとおり承認されました。

次に、報第６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。 
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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。よって報第６号は提案のとおり承認されました。 

  

（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。それでは、議第３６号 酒田市小・中学校学区改編審議

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。 

 

（企画管理課長）それでは、議第３６号 酒田市小・中学校学区改編審議会委員の委嘱に

ついて ご提案、ご説明を申し上げます。酒田市小・中学校学区改編審議会委員の委嘱

については、委員の推薦団体の役員改選等に伴い７名を委嘱しようとするものでありま

す。名簿の五十嵐稔氏から伊藤久美子氏までの５名については、酒田飽海ＰＴＡ連合会

の役員改選に伴い、新たにご推薦をいただいたものです。次の阿部建治氏、佐藤俊次氏

については、委員の任期満了に伴い、それぞれの団体から新たにご推薦をいただいたも

のです。委嘱期間については、令和２年５月３０日から令和３年５月２９日までの１年

間となります。以上、よろしくご審議くださるようお願いいたします。 

 

（村上教育長）次に、議第３７号 酒田市青少年指導センター運営協議会委員の委嘱につ

いて を提案願います。 

 

（学校教育課長）議第３７号 酒田市青少年指導センター運営協議会委員の委嘱について 

ご説明いたします。推薦団体の開催に伴い、その後任としまして次の方々を推薦申し上

げます。飽海地区小学校生徒指導連絡協議会からは齋藤太氏、飽海地区高等学校生徒指

導連絡協議会からは大谷哲史氏、酒田飽海ＰＴＡ連合会からは園部幸春氏、同じく酒田

飽海ＰＴＡ連合会から山木美奈氏、酒田警察署からは鈴木一史氏、以上の方々を酒田市

青少年指導センター運営協議会委員に推薦されたという事で、酒田市青少年指導センタ

ー設置条例第４条に基づき委嘱しようとするものでございます。 

 

（村上教育長）次に、議第３８号 酒田市立資料館協議会委員の委嘱について から議第

４０号 酒田市文化芸術推進審議会委員の委嘱について を提案願います。 

 

（社会教育文化課長）議第３８号 酒田市立資料館協議会委員の委嘱について説明いたし

ます。資料館協議会につきましては、資料館を円滑に運営するために設置される会でご

ざいまして、任期は２年となっております。令和２年５月３１日で任期が満了すること

から、酒田市立資料館設置管理条例第８条の規定に基づきまして、新任の方２名を含む

次に上げる７名を委嘱するものでございます。新任の２段目に記載されております後藤 
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榮氏は、酒田市ボランティア連絡協議会からの推薦でございます。酒田市ボランティア

連絡協議会の会長をされております。また、平田地域振興課からの推薦であります佐藤 

正一氏につきましては、酒田酒造株式会社の社長でございますけれども、地域文化や歴

史にも造詣の深い方と伺っております。委嘱期間は令和２年６月１日から令和４年５月

３１日までです。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。 

 

（社会教育文化課長）次に、議第３９号 酒田市阿部記念館運営委員会委員の委嘱につい

て説明いたします。阿部記念館運営委員会は、阿部記念館を円滑に運営するために設置

される会でございまして、任期は２年となっております。令和２年５月３１日で任期が

満了することから、酒田市阿部記念館設置管理条例施行規則第５条の規定に基づきまし

て、１に上げる３名を委嘱するものでございます。３名とも再任となります。委嘱期間

は令和２年６月１日から令和４年５月３１日までです。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。 

 

（社会教育文化課長）議第４０号 酒田市文化芸術推進審議会委員の委嘱について説明い

たします。酒田市文化芸術推進審議会は本市における文化芸術に関する施策の推進を図

るため設置される会でございます。任期は２年となっております。令和２年５月３１日

で任期が満了することから、酒田市文化芸術基本条例第２０条第３項の規定に基づき、

次に挙げる１０名を委嘱するものでございます。１０名とも再任でございます。委嘱期

間は令和２年６月１日から令和４年５月３１日までです。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）次に、議第４１号 酒田市図書館協議会委員の委嘱について を提案願い

ます。 

 

（図書館長）議第４１号 酒田市図書館協議会委員の委嘱についてご説明申し上げます。

この度の委嘱は、３月３１日をもって酒田市小学校長会推薦の委員が辞任したことに伴

い、酒田市立図書館設置条例第５条第２項及び第３項に基づき、残任期間を前任者の後

任として委嘱するものでございます。委員としては若浜町１０番３０号の久米井浩氏を

委嘱するものです。委嘱期間は令和２年６月１日から令和３年５月３１日までとするも

のです。以上、よろしくご審議下さるようお願いいたします。 

 

（村上教育長）これで説明を終わりました。暫時、休憩いたします。 

  

（村上教育長）再開いたします。それでは議第３６号 酒田市小中学校学区改編審議会委

員の委嘱について から議第４１号 酒田市図書館協議会委員の委嘱について に対

して改めてご質問、ご意見等ございませんでしょうか。 
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（村上教育長）ないようですので、順次お諮りをいたします。議第３６号 酒田市小中学

校学区改編審議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３６号は提案の通り決しました。次

に、議第３７号 酒田市青少年指導センター運営協議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３７号は提案の通り決しました。次

に議第３８号 酒田市立資料館協議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３８号は提案の通り決しました。次

に議第３９号 酒田市阿部記念館運営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３９号は提案の通り決しました。次

に議第４０号 酒田市文化芸術推進審議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４０号は提案の通り決しました。次

に議第４１号 酒田市図書館協議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４１号は提案の通り決しました。 
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◎ 教育長報告 

 

（村上教育長）次に、日程第５ 教育長の報告についてですが、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、順次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。各課から報告がありますので、順次お願いします。 

 

（企画管理課長）それでは私の方から企画管理課関連の分という事で、新型コロナ感染症

拡大防止のための事業見直しについての部分で、７項目ほど挙げてございます。まず、

最初に１番目の学校給食につきましては３月３日からは学校休校に伴いまして中断し

ておりましたけれども、５月２５日から学校給食を再開する運びとなっております。並

行して学校の体育館を開放しておりました件につきましても、４月８日から５月２２日

までの間、貸し出しの方を中止しておりましたけれども、こちらも５月２５日から貸し

出しの開始をしております。なお、学校開放の利用につきましては３密を避けるという

ことで注意喚起をしておりますし、消毒等につきましても利用者の方から帰り際に消毒

をしていただくということでお願いをしているところでございます。それから、３番目

の退職教員感謝状贈呈式につきましては、退職される校長先生のみ教育長室にお呼びを

して感謝状を贈呈させて頂きました。それから辞令交付式になりますが、転入者のみと

いうことで規模を縮小させて頂いております。５番目としましては、庄教協の協議会総

会につきましても中止ということに決まっております。それから、６番目として学校の

プール開放につきましても、夏休みの期間の短縮でだいたいお盆の期間にかかるという

ことで、中止ということにさせて頂いております。それから、７番目として東北公益文

科大学の連携推進事業の１つで、夏休み宿題お手伝い教室につきましても、大学の方と

も相談させていただき、それからお手伝いいただいている退職教職員の方ともお話しを

させていただきながら、今回は中止という事にさせて頂いております。企画管理課から

は以上でございます。 

 

（村上教育長）ありがとうございます。続いて、学校教育課長お願いします。 

 

（学校教育課長）初めに、事業区分見直しの関係の方をご覧ください。順番にですが、海

外派遣事業のはばたきは残念ながら中止でございます。沖縄に行く少年の翼事業につき

ましても、こちらも中止でございます。理科センター推進事業の中の親子の星空観察会

等についても残念ながら中止。中村ものづくり事業についても運営委員会を開きまして
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やはりこの事業等につきましても残念ながら中止でございます。学力向上対策事業につ

きましては、先進地への視察につきましては中止になります。あと、県外から講師を招

いての研修会も中止でございます。小中一貫教育推進事業関係ですけれども、シンポジ

ウムにつきましても残念ながら中止。小学生観劇教室事業につきましても残念ながら中

止。自然体験学習の飛島につきましては中止。鳥海高原家族旅行村につきましては規模

を縮小して日帰り等での実施をする学校がいくつかございます。９番目の学校ＩＣＴ環

境整備につきましては、その下のＧＩＧＡスクール推進事業と合わせて事業を推進する

ということになます。詳しくは後ほどご説明いたします。１１番の遠距離通学対策事業

につきましては、スクールバスの過密を避けるためにバス等の運航のダイヤ等、または

日数を増やすような対応をしております。小学校保健管理事業につきましては、エタノ

ール等の購入をしております。同じく中学校の方も同じ購入をしております。１４の要

保護及び準要保護児童生徒援助事業につきましては、今回のコロナウイルスの感染拡大

に伴っての収入が大幅に減った保護者に対しまして、直近の３か月分の収入を見た上で

援助の開始をできるということにつきまして、６月に再度案内を出せると思います。次

に、学校再開後の小中学校の状況について裏には写真もございますので、合わせてご覧

ください。学校再開に向けた取り組みにつきましては、チェックリストに沿いながら感

染防止策を講じると共に、３密を防ぐために学習環境を設定した上で５月１１日から段

階的に再開をしております。加えて、昨日２５日から学校完全再開という事で通常授業

に戻るような仕組みを取っております。各学校の実情に応じまして、学年別または地区

毎の分散登校等を行いながらマスクをして登校する姿がありました。昇降口や水飲み場

に目印や足跡とかを貼りながら、子どもたち同士が接触しないような取り組みがありま

す。また教室では机を離して、いわゆるソーシャルディスタンスを作ったり、人数が多

いクラスではクラスを２つに分けながらの取り組みをしております。それに加えて２つ

に分けたクラスにおきまして、ビデオカメラ等で授業を撮影しながら隣のクラスを映す

ような取り組みをしている学校もあります。また、教師が指導する際に、マスクをした

ままだと表情が分かりにくいということから、可動式のパネルを教室に準備している学

校もございます。また、水筒持参を呼び掛けまして、蛇口から直接飲まないような工夫

をしたり、下校後にクリーンタイムとしまして、教員が一斉に消毒作業を行っている学

校もあります。さらには、スクールバスの運行時の対応として、車内の消毒・清掃等の

徹底、便数を増やしたりすることを行っております。また、保健室をパーテーションで

分けたり、別室の部屋を設けたりして熱のあった子についての居場所という事でやって

いる学校もございます。４月の段階で、全職員が共通理解を図ったうえで実施しており

ましたので、段階的な登校日、それから昨日からの授業日等の中でも余裕を持って指導

をするという事を行っております。子どもたちの様子ですけれども、比較的落ち着いて

登校している子どもがほとんどでした。段階的な授業の際の３時間授業のあたりでは、

中間休みもありましたけれども、外で遊ぶ児童もおって良かったなと思っております。

不登校傾向の生徒は残念ながら欠席するという傾向ありますが、中には午後から学校に

顔を出すという生徒もおりまして良かったなと思います。また、地区ごと分散登校して
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いた学年が、学年ごと登校日にしたということによって明るい表情になったということ

も聞いておりますし、あと検温忘れとか記入カード忘れ等の子どもがいた時には、級外

の職員等が対応してスムーズにクラスの方に移動させていました。裏面の方は、写真い

くつか紹介させて頂きますけれども、水飲み場の目印とか、机を離しての授業の様子、

それからビデオを撮影しての授業の様子、スクールバスの感染予防の様子、トイレ内の

換気の様子、検温体制または呼び掛け等の様子が載っています。あと、嬉しい話がござ

いまして、その他ですけれどもコミュニティ振興会とか民生児童委員の方々から、手作

りのマスクを頂いたという事が数多くの学校から聞いております。加えて、市内の歯科

医院に自分で子どもが手作りしたフェイスガードを送ったというお子さんがいまして、

メールで嬉しかったという返信があったということを聞いております。こういった形で

授業を行っております。あと、昨日から給食ありの授業を再開しておりますけれども、

大きな問題とか聞こえておりませんので色んな工夫をした上でやってもらっているの

かなと思っているところでございます。もう一枚、先ほどご説明しましたけれども、今

回のコロナウィルスの影響を受けて、家計が急変した世帯への就学援助につきまして、

直近の収入状況を勘案しての認定の判断を行うということを踏まえて、今５月末から６

月上旬に学校を通して全家庭の方に文書を配布したうえで、該当するお子さんについて

は６月末までの申請については４月分から援助開始をしたいというふうに考えており

ます。以上で説明を終わります。 

 

（村上教育長）続いて社会教育文化課お願いします。 

 

（社会教育文化課長）社会教育文化課から社会教育、文化財、文化芸術の事業ございます

けれども、条件が揃わない、条件をクリア出来ない事業については中止とさせて頂いて

おります。８番の令和２年度の狂言ワークショップにつきましては、ワークショップを

希望ホールに来て観て頂く事をやめまして、教材ＤＶＤを作成して配布したいというふ

うに考えています。あと、９番の文化芸術推進事業につきましても、別紙２枚目の方に

事業の見直しということでそれぞれ中止、延期の事業を載せております。文化芸術推進

事業につきましては国の補助金等の関係もございまして、９月補正以降で減額を予定し

ておるところでございます。また、施設の貸し出しにつきましては、１１日から再開し

ておりますけれども、チェックリストを作成して受付、それから当日利用をして頂いて

おります。今のところ５０名を上限ということでやっておりますけれども、昨日の国の

方針を受けまして今後県の方針が示されると思いますので、随時そちらに合わせて上限、

条件等を変更していきたいというふうに考えております。以上でございます。 

 

（村上教育長）それではスポーツ振興課お願いします。 

 

（スポーツ振興課長）スポーツ振興課の新型コロナウィルス感染症拡大防止のための事業

見直しです。１番、庄内地区スポーツ推進委員協議会総会・研修会につきましては、総
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会は書面決議、庄内大会は中止となっております。また、右側の方の補正内容というと

ころで、補正する金額と補正の時期を合わせて記載しておりますのでご覧ください。２

番から８番まで、これは大会の中止、県の縦断駅伝競走大会、酒田市体育大会、おしん

レース、市民体育祭、東北総合体育大会これは酒田で開催予定でございました。その下

の相撲につきましても同じく中止です。武道団体協議会演武会も中止、９番の東京２０

２０オリンピック聖火リレー、こちらにつきましても来年度に延期ということで、今年

度は中止となっております。１０番は、今回６月の補正に議案を上げておりますが、パ

ークゴルフ場整備事業こちらの測量設計につきまして、今回は補正で落とす予定でござ

います。１１番から１４番までこれは書面決議を行ったものでございます。スポーツ推

進委員会定時総会、体育振興会評議委員会、スポーツ少年団本部代議委員会、酒田市体

育協会評議員会こちらが書面決議でございます。また、一番下が全国高等学校総合体育

大会、いわゆるインターハイでございますが、酒田市で開催予定でございました体操競

技こちらもインターハイ全体が中止ということで決定しております。なお、体育施設に

つきましても４月の８日から５月の１０日までを休館としまして、現在は全施設開館と

いう状況でございます。以上です。 

 

（村上教育長）次に図書館長お願いいたします。 

 

（図書館長）図書館で見直した事業につきましては、１から５の５つでして、１から４ま

では子ども読書活動推進事業関連のイベントや講座となります。土曜おはなし会は月２

回行っているもので、これは中止しております。子どもの読書週間ポスター展につきま

しては、これは毎年連休のＧＷにやっているものですが、今回は総合文化センターが休

館しておりましたので、これも中止になりました。定期で行っている赤ちゃんの読み聞

かせ教室と読み聞かせボランティア講座につきましても、当面の間中止としております。

なお、１と３と４の３つにつきましては、これは通年の事業ですので、今後の状況によ

っては再開の可能性もあります。あと、５番の酒田点字読書会は事務局を図書館で行っ

ている団体でして、４月の春の役員会あと６月に総会と研修会を行っているものですが、

これは中止となっております。以上です。 

 

（村上教育長）新型コロナウィルス感染拡大防止のための事業の見直し、見直しといって

も出来ないということが軒並みご覧いただいたように並んでいるわけです。教育委員会

所管の事業がどれほどのものを今まで担っていたのかなということを、改めて振り返っ

ているところです。ただいまの報告につきまして、どこの部署でも課でも結構でござい

ますので、ご質問やご意見などあればどうぞお願いしたいと思います。 

 

（神田委員）考え方なのですが、こうした事業を実施することが出来ないというのはやむ

を得ないことだと認識しております。一方で、教育振興基本計画の中で具体的な施策と

して挙げているものもあるわけでございますので、それらを実施しないとなった場合に
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これらはそれぞれ目的を達成するための事業になってくるわけですので、なにか代替で

別のものを実施するということなのか、これで中止という事で特に新たに何かを計画し

ているわけではないということなのか、この辺りがどうなのか教えて下さい。 

 

（村上教育長）推進計画、振興計画を持っているわけですが、その目標と軒並みの事業中

止それをどういうふうに捉えて今後私たちはどういうふうにしていったら良いのかと

いうことについて、完全に代替えの案という事は示せないのですけれども、考え方がも

しあればお願いしたいと思います。 

 

（企画管理課長）私の方は、基本的には事業といたしましては大きく変更になっている部

分はまずないのかなと考えております。ただ、今回様々な課においての様々な見直しを

行っているところで、市長等との相談をしながら今取り組まなければならないこととし

て、コロナの部分に注力をしなければいけないということになっております。教育振興

基本計画は当然目標に向かって進んでいくことになりますけれども、長く見れば１０年

間、見直しを考えれば５年間の計画となります。今回の出来なかった事業について、こ

れからどうするのかという部分について、きちっと考えておくように教育長からもご指

示を頂いております。今後は５年間の見直しの時期のＫＰＩとかも設定しておりますの

で、そちらの方の実現に向けて残りの期間をどういうふうな事業展開をしていくかとい

うことを考えていくのが大事ではないのかと考えております。このことにつきましては、

当課だけではなくそれぞれの課において今このコロナが落ち着いてきたらどんな取り

組みをするのかという部分を考えているところだと思いますので、基本的には５年後の

教育振興基本計画の立てた目標に向けて今後も取り組んでいけたらと思います。 

 

（村上教育長）基本的には今、企画管理課長が代表して各課に共通する考え方というよう

なことでお話をして頂きましたが、引き続き神田委員から何かありますか。 

 

（神田委員）理解はしましたけれども、一旦中断をしてしまった時にこれでやらなくて代

替をする、これを何かで代替しなくてもよいということになってしまうと、そもそもこ

の事業は必要なのかという話になってしまう可能性もあるので、そこが気になったとこ

ろでしたけれども、まずは継続的にやるように何が出来るか検討していくということで

したので承知いたしました。 

 

（村上教育長）企画管理課長以外の課長で今のご質問に対してコメントある課長はいらっ

しゃいますか。 

 

（学校教育課長）学校につきまして、学校が通常通りの授業に持っていけることにまず力

を一番入れたいと思っております。それから、学教の事業につきましては単年度で完結

するものではないというものが多いものですから、次年度に向けて今年度出来ることと
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いうのを各担当の方に話をしながら、次年度引き続きまた事業を復活できるようなこと

を目標に据えながら頑張っていきたいと思います。 

 

（社会教育文化課長）社会教育文化課の事業は今まではいっぱい集めて、たくさんの人か

ら観てみてもらう、鑑賞してもらう、芸術文化に触れてもらうといったものがベースに

なっているわけですけれども、そこのところの考え方をまるっきり変えて、少人数で出

来ることは何か、それから課題として今出来ることは何かということで、各係の方で今

年度もそうですけれども次年度以降も事業の組立て直しをお願いしているところです。

当然、学校の状況もありますので学校さんとも常に連絡を取って、出来る事からやって

いきたいと考えているところです。それからすみません、１つ先ほど事業の見直しで、

１点漏れていました。日曜日に酒田市の市民芸術祭の実行委員会が開かれまして、こち

らも今年度の市民芸術祭は中止ということで決まりましたので、追加してお知らせいた

します。 

 

（村上教育長）他に課長でコメントある方いらっしゃいますか。 

 

（スポーツ振興課長）スポーツですけれども、大会の中止に関しましてはなかなかコロナ

の状況がどのように今後動くかというのがあって、大体の大会を開けないかなというこ

とをそれぞれの競技団体等では検討中でございます。ただ、大きな大会、全国大会に繋

がるような予選やそもそも全国大会が中止ということになって、高校生の方や中学生の

方は３年生の学年の方たちがやはり大変残念だという声が出ているというのは耳には

しております。ただ、現段階で市独自にこういう大会を考えているというものは、現在

はございません。あとは、生涯スポーツの部分ですが、この２月、３月、４月、５月は

自粛のためお家にいて下さいというようなことになっておったわけですが、これから体

を動かす機会、これは今回自粛したせいであまり出たくなくなったような方や体を動か

す機会が減ってしまったような方もいらっしゃるのかなということで、例年スポーツ推

進委員の皆さまからは酒田祭りとか港まつりの踊りパレードとか、市民体育祭など色々

なイベント、スポーツイベント等に行ってもご協力を頂きまして、多くの市民の方と一

緒にイベントを盛り上げてきたわけですが、今回イベントへの参加がなくなったという

ことで、推進委員の方たちに何が出来るのかということを委員会の内部で話しまして、

それぞれの地域の１番身近な場所を使って、人を集められる環境を整備しながら、体を

動かすということをやってみようということで、例えばニュースポーツや体操でもいい

ですしということで、出来ることを模索しましょうという話をしております。今回こう

いうピンチの時期ではあったわけですが、それぞれの地域でこういうことを簡単にお手

軽に出来るのだということが見つかれば、来年度以降も継続してやっていけるのかなと

いうことで、これをチャンスだと捉えて新しいことに取り組みましょうと現在話し合い

ながら検討中でございます。 
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（村上教育長）他にご質問、ご意見、報告事項１についてですけれどもございませんか。 

 

（渡部委員）昨日から学校が再開しまして、昨日今日と小学生、中学生がみんなマスクを

していますけれども通学、登校、下校とその姿を見ていて、安心したというか私個人と

しても非常に嬉しいなとその光景を見て思いました。１点質問です。スポーツの関係な

のですが、今回このコロナの影響で教育委員会の主催のイベントが中止という事になっ

ていますが、例えば小学校とか中学校の競技ごとの大会というのが通常行われているわ

けですよね。部活もスタートして、これから大会をどの辺からスタートするのかなと競

技ごとで違うと思いますが、競技団体の主催者の方たちはいつごろからスタートしてい

いものかと非常に悩ましいところだと思います。現時点で競技ごとの大会というのは、

競技団体に教育委員会としてお任せするのか、教育委員会としてだいたいいつ頃からな

らいいのではないかという考え方を示すのか、その辺教えて頂けたらなと思います。 

 

（スポーツ振興課長）今の段階では酒田市の教育委員会としてこのくらいの時期であれば

大会いかがでしょうかという話までは、競技団体の方にはしておりません。中体連だっ

たり高体連だったりそういう組織の方でも、地区大会は出来ないかというような動きが

あるというのは伺っております。７月の末くらいで高体連、その時期に出来ないかとい

う話があって、それでちょっと検討中だという話は聞いておりますが、どうしてもその

大会をやる前提として通常の練習期間、ケガをしないような状態での大会という事を考

えますと、学校の再開時期、あと部活動の再開時期がいつになるかという事が大変重要

なのかなと思っていました。これから、大会日程を例えば７月若しくは秋、あとは新人

戦の時期になってきますけれども、秋までいくと通常の年であれば新人戦の時期に、あ

と大会で埋まっている時期なものですから、年度前半の大会の代替の大会を秋にやると

いうのは日程的にはだいぶ困難なのかなという認識はしております。学校の授業であっ

たり、休みであったりという事との兼ね合いもあるので、まずは高体連さんの方でどの

ような話合いをするのか、中体連さんの方でどのようなお考えなのか聞きながら、私の

方でも助言できるようなことがあればしたいと思います。あと、スポーツ少年団本部の

方でも本部大会というのを例年開催しておりますけれども、これも今小学校が再開し、

スポーツ少年団活動が部活動と同じような形でこれから活動できるということになっ

たうえで、当初の予定通りの日程では本部大会も難しいのではないかということで、本

部長と話しております。ではいつであればというのも、スポ少本部だけでは決められな

い話になってしまって、これは小学校の校長会さんの方とも話をしながら、実際実現で

きるタイミングがあるのか相談しながら進めていきたいと思います。スポーツ振興の立

場とすれば、練習の成果を出せる機会がないということが、どうしても子どもたちには

可哀そうだなという思いがありますので、何とかそういう大会が開催出来ればなと考え

ております。 

 

（学校教育課長）昨日、中学校長会長さんと中体連の会長さんがお見えになりました。い
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わゆる地区総体の開催について、正直地区総体、総合体育大会としての開催はこの間は

難しいだろうということでお話をして頂きました。正式な文書としては明日発出となる

と思うので、やはり１か月以上も全く練習もしていない状況の中で、すぐに練習して例

えば７月末だろうとも、競技によっては非常にやはり難しさがある。ケガが心配だとい

う競技もあるようでした。加えて、上部団体の連盟とかが完全自粛を行っている中で、

地区のこの１つが大会をするというのはどうだろうという競技もありますし、どうして

も身体的な接触をせざるを得ないような競技については、今の状況の中だとやはり大会

は厳しいだろうとそういったことを考えて、全ての競技が出来ないのであれば総合体育

大会という名前では厳しいだろうということでした。加えて、あと部活動が再開という

ことになっていますけれども、練習を通常より短い時間でやっている中で、一か月後く

らい、可能性として今現在自分の学校だけ練習しているものが他校との練習試合とか出

来るようになってくるような状況が県とか国でもなってくれば、もしかしたらその後の

７月の末くらいに大会実施ということも考えられるけれども、ただ競技種目によっては

一律に出来る、出来ないということは今の段階では判断できないという状況だというこ

とで、すごく苦渋の決断をしながらも今回地区総体につきましては中止せざるを得ない

だろうというお話を伺っている状況です。 

 

（村上教育長）他にご質問、ご意見ございませんか。では、次に進みたいと思います。次

に、報告事項２についてお願いします。 

 

（企画管理課長）それでは私の方から報告事項２ 令和元年度酒田市一般会計繰越明許費

繰越計算書について 教育委員会の部分についてご説明をいたします。繰越明許費につ

きましては、年度内で支出できない経費について翌年度に限り支出を行う事が出来ると

するものでございまして、予算を繰越す場合については翌年度の５月３１日までに計算

書を作成し、次の議会で報告しなければならないという事になっておりますので、それ

に合わせて作成したものでございます。計算書の方をご覧いただきたいと思います。今

回、教育委員会の繰越明許費の中で繰越計算書の対象になるものにつきましては、２つ

ございまして、1つが小学校費の学校グラウンド改修事業と中学校費の学校トイレ改修

事業という事になります。こちらの方いずれも企画管理課所管の事業という事になりま

す。どちらの事業につきましても、国の交付金の追加採択によって３月補正予算で計上

されたものをそのまま繰越すというものでございまして、学校グラウンド改修事業につ

きましては琢成小学校のグラウンドの改修、地盤改良であるとか排水設備の改修、表層

の舗装などを行うものでございます。それから、学校トイレ改修事業につきましては、

第四中学校の洋式トイレにするトイレ改修の第２期工事分として上がっている事業で

ございます。こちらの方を令和２年度に繰越すということの内容でございます。以上、

ご報告申し上げます。 

 

（村上教育長）ただ今の報告にご質問、ご意見ありましたらお願いします。 
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（村上教育長）ないようですので、次に進みます。報告事項の３から報告事項の９までに

つきましては、紙面での報告とさせて頂きますけれども、各担当課からも補足の説明が

ありましたらお願いいたします。 

 

（スポーツ振興課長）報告事項の８番でございます。酒田市体育施設整備方針（案）につ

きまして、概要版と冊子の方を配らせて頂いておりますが、そちらの方について少し説

明をさせて頂ければと思います。概要版の方でより簡潔に説明をさせて頂きます。酒田

市体育施設整備方針でございますが、これは先だって酒田市スポーツ推進計画が平成３

１年の４月から新しい計画として策定されております。そちらの推進計画の施設整備に

係る方針という事で作ったものでございます。また、この方針につきましては行政経営

課の方で策定している酒田市公共施設適正化基本計画を踏まえたものとして作成され

たものでございます。資料の真ん中の方に酒田市総合計画を一番上に置きまして、体育

施設整備方針これも教育振興基本計画とスポーツ推進計画のその下に位置づけられて

いるというものです。また、この方針の期間につきましてはスポーツ推進計画に合わせ

まして令和１１年度までの方針という事で決定しております。次のページで、公共施設

を取り巻く現状という事で、人口減少の状況また公共施設の現状を載せております。こ

ちらの方をご覧いただくと、２０１５年平成２７年国政調査の酒田市の人口ですが１０

６，２４４人これが酒田市の人口ビジョンによる推計によりますと、２０６０年には７

０，７１５人に減るという事で推定されております。こちら約３３％の人口が減るとい

うような推定になっております。また、公共施設の現状としましては、酒田市の市民１

人当たりの公共施設の延べ床面積これを全市区町村平均と比較、また人口１０～１１万

の１８都市平均と比較したものが下の方にございます。酒田市は同程度人口１０万、１

１万の似たような都市と比べると、１人当たり面積が１．５倍というような施設の数が

あるという現状でございます。これは体育施設だけではなく、公共施設全体の数字とな

っております。次のページは公共施設適正化基本計画の基本方針になります。こちらの

方、公共施設のマネジメント３原則ということで、原則１・２・３とあります。これが

施設総量の削減、２つ目としてはサービスの向上、３つ目としては運営等の効率化これ

を原則としてそれぞれ下に細かいベース策が載っています。その右側の方、将来更新費

用削減目標額ということで、４０年間で８６０億円というような数字が載っております。

これは何かといいますと、この先４０年間で現在の公共施設全部を更新、立替え、修繕

等行うと１，６１２億円がかかるというようなよういう推定になっておりますが、それ

を８６０億円分削減しましょうという目標です。削減した結果、将来４０年間で７６０

億円までに下げるというそういうような試算になっております。これは市の財源分だけ

という事で、補助等を除いた数字として適正化基本計画の方で掲載している数字になり

ます。また下の方、管理等の基本的な方針として長寿命化の方針、あとは目標使用年数、

こちらは目標使用年数８０年以上となっておりますが、大事に使って６０年一つの施設

を使いましょうというものを、より適切な管理・修繕を施した上で、もう２０年使える



17 

時期を延ばしていきましょうというそういう事で、使用目標年数を８０年以上というこ

とで定めたものでございます。次のページは、体育施設の現状と課題ということで載せ

ております。施設の保有状況、こちらは建築後の経過年数別にパーセンテージを表して

いるものです。この円グラフの３１年以上４０年、また４１年～５０年この２つを合わ

せますと４６．４％、これだけの施設が建築後３０年以上経過しているということで、

経年劣化が進み老朽化が進んでいるというふうになります。またその右側、運営状況・

コスト状況の方、これは毎年の施設の維持管理経費としてスポーツ振興課で予算を計上

しているものですが、２９年度３０年度と５億を超えるような経費が掛かっているとい

うことで、大規模修繕、工事等これは灰色の棒グラフになりますが、この大きな工事が

あるないで３億３千万が５億を超えるような状態になるということで、このような大規

模な修繕等には今後もまだ続いていくと見込まれています。その下、更新費用が公共施

設適正化基本計画の中で試算したものですが、体育施設だけを抜き出してこれから将来

４０年間に必要なコストがいくらかということで、それが１８９億円必要ですよという

事が書かれています。先ほど４０年間で８６０億円削減するのだという話の中で、公共

施設全体ですと１，６１２億円ですが、体育施設はその中で１８９億円が見込まれてい

るということになります。次のページは現状の体育施設を機能分担のイメージで、国体

記念体育館は酒田市のメインの体育館として拠点体育館という位置づけにしておりま

す。またその下が準拠点体育館、これが親子スポーツ会館、勤労者体育センター、市体

育館あとは総合支所関連の八幡体育館、松山体育館、平田Ｂ＆Ｇ体育館、平田体育館等

を準拠点体育館として位置付けています。一番上の拠点体育館については、大きな大会

が開催できるようなメインの体育館、準拠点体育館というのは小中学校の大会等そうい

うものを行えるような体育館というような位置づけで考えます。その下、学校体育館だ

ったりその下のコミセン、集会場、ホール等ということで、こちらの方の施設について

は各種の競技の練習会場であったり、小規模な大会をする際の会場というような事での

位置づけとしております。また、それぞれ競技スポーツでの使われ方、また生涯スポー

ツの使われ方、部活動、スポ少それぞれどの施設がどのような使われ方をしているかを

色分けして表記しております。次のページですが、市の体育施設だけが運動の会場とい

う事では到底施設が足りないという事で、学校開放をお願いして、スポーツ少年団等、

あと一般の方も小中学校の施設をお借りするという事で練習等、運動する機会の確保を

お願いしている状態でございます。また、体育施設以外のスポーツ利用可能な施設とい

う事で、市の体育施設の位置づけ以外のものという事で、冊子の方の１４Ｐ、１５Ｐに

なりますが、こちらの方に酒田市の体育施設以外のスポーツ利用可能な施設という事で、

例えば体育館であれば文化センターの３階の体育室であったり、農村環境改善センター

または旧上田小体育館だったり、旧南遊佐小の体育館だったり、公益大学さんの体育館

だったりという事で、それぞれ競技体育館、武道館、野球場、サッカー場というような

事で、掲載させて頂いております。このような施設の活用を積極的に市からも情報提供

していくという事が必要だと考えます。また、効率的なスポーツ施設という事で、全て

の施設を酒田市が持つ必要があるのかといったことを当然検討が必要という事で、庄内
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北部定住自立圏のエリアになりますが、遊佐町、庄内町、三川町の方の体育施設、こち

らも大会の開催等では酒田市の会場にする、遊佐町の会場にする、庄内町の会場にする

というようなそういう交友的な大会の開催の仕方等も今後必要ではないかという事を

方針の方には載せております。次のページの整備の基本方針としては、「安全安心なス

ポーツ活動のための環境整備」というのは、公共施設マネジメントの３原則を踏まえま

して、次の４つを載せております。体育施設を種目・機能別に分類し、大会開催等のた

めに必要な施設に集約化していく。利用ニーズがあっても、耐震化が難しいなど止むを

得ない理由で廃止する場合は、他の体育施設、他の公共施設または民間施設で代替でき

るようにする。３つ目としては、広域的な利用ニーズがある施設や機能は、県に対し整

備の検討を要望する。４つ目としては、近隣自治体を含めた、スポーツ施設の相互利用

や、広域的な連携体制の在り方を検討するということを載せております。次のページこ

ちらは少し具体的な内容になってきますが、機能別の体育施設の長期的な方向性を掲載

しました。１つ目は体育館、これは国体記念体育館が拠点体育館として維持。これは今

後酒田市のメインの体育館として残していく。あとは、各地域総合支所管内の体育館に

ついては準拠点体育館として維持する。先ほどの説明の中で、準拠点体育館には親子ス

ポーツ会館や勤労者体育センターあとは八幡松山平田それぞれ体育館がありますが、例

えば今平田地区に平田Ｂ＆Ｇ体育センターの体育館があって、あとは土のグラウンド場

になっている平田体育館などもあるわけなのですが、その辺については統合整備をして

いくという必要が出てくると考えます。また、武道場につきましては酒田市の武道館に

機能を集約する。あとは各地域の練習会場として統廃合または学校施設へ機能を移管す

るということを検討していきます。野球場に関しましては、光ヶ丘野球場に機能集約。

現在八森野球場もございますが、そちらの方については今後更新ということはせずに、

また別の利用活用の方法を考えていくという事を記載しております。サッカー・ラグビ

ー場につきましては、八森サッカー場を光ヶ丘球技場の人口芝刈りにより利用率が低下

しているということがありまして、より良い活用方法を検討するということでパークゴ

ルフ場として活動する方向で進めております。テニスコートにつきましては、光ヶ丘テ

ニスコート及び国体記念テニスコートに機能を集約、それ以外の八森、鳥海の森等のテ

ニスコートについては今後更新を行わないということになります。スキー場につきまし

ては、現在松山スキー場、平田スキー場と２つあるわけですが、松山スキー場に機能を

集約。平田スキー場についてはリフトを廃止し、雪遊びが出来る広場としての活用を検

討していきます。グランドゴルフ場については現有施設の維持。プールは光ヶ丘プール

に機能を集約する。Ｂ＆Ｇの方のプールについては今後建て替えの段階でプールについ

ては廃止を検討していきます。キャンプ場、こちらは全ての施設を廃止するということ

で、現有施設の老朽化等が進んだ際にはキャンプ施設については廃止を検討します。次

のページお願いします。令和１２年度までのこの方針期間内の主な施設の方向性という

ことで、少し具体的な課題を載せております。国体記念体育館につきましては、現在築

後２８年が経ちまして、屋根、アリーナ天井、床をはじめ多項目の指摘箇所があり、改

修時期、改修方法の検討が必要となっております。これは、長寿命化に向けて大規模改
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修を行うという検討が進められております。酒田市体育館、こちらは老朽化が進み、耐

震等の対応が必要ではあるものの、場所が浸水域であることから現在地においての更新

はしないで機能移管を検討するとしております。あと、親子スポーツ会館については耐

震補強工事が必要でございます。ただし、建物の傾斜地に近接しているということで、

それを踏まえた対策が必要と考えています。八幡体育館につきましては、これまで建て

替えというような事で検討を進めてきましたが、建て替えした際の建築また都市計画法

上の制限がございまして、当初要望に対して考えておった延床面積が確保出来そうにな

いという事がこれまでの検討の結果分かりました。建て替えをしてももう少しアリーナ

の広さを確保したいという要望がちょっと難しいという事がわかりまして、建て替えを

耐震改修工事に方針を変更するという事で進めています。松山スキー場につきましては、

人口ゲレンデの摩耗が大変激しく、また他県の人口ゲレンデが新しく出来まして、今後

集客が見込めないことから松山スキー場の人口ゲレンデにつきましては、廃止を検討し

ていきます。八森サッカー場は先ほど申しました通り、パークゴルフ場に転用いたしま

す。最後に、山小屋の万助小屋という市の山小屋がございますが、こちらも老朽化が進

み修繕箇所がだいぶ増え、構造上の課題も抱えているという事で継続使用を出来る方法

を探るという事で、その調査を行った上で、今後の方針を検討してまいります。一番最

後のページですが、体育施設の統廃合を進め、その上での体育施設の今後４０年間の更

新の見通し、その表が載っております。先ほど１８９億円という数字がございましたが、

それが今回の整備方針を踏まえた統廃合を進めた結果１５２．２３億円に減少するとい

う見込み、推定値が出ております。実際これが３７億円の減少という事で試算がされて

おりますが、現段階でこの施設の整備方針というものを立てたわけですが、その後の体

育施設以外の各種の要件、市の重要事業、大規模な開発そういうような要因がこれから

財政的にどのような影響を与えてくるかというのが、実際今の段階では詳細には掴み兼

ねるという事もありまして、この計画につきましては継続的運用方針のフォローアップ

のところにございますが、体育施設整備方針推進に当たっては、定期点検等で得られた

新たな情報や知見、利用者や地域住民、関係者等からのご意見、社会情勢などを踏まえ

て、計画期間内でも継続的に内容を見直し、随時反映していくという事で、現段階での

この方針で策定いたしますが、これを最終決定事項という事で進めるものではなく、地

域の方だったり、それ以外の施設の優先度だったり、そういうものを踏まえた上でこの

整備の方は進めていくという事を大前提とするものとして考えております。今後、長寿

命化という方向性は当然変わらない、あとは適正な体育施設の配置をして、スポーツを

する機会の均等そういうものも極力確保していけるようなそういう方向性で進めたい

と思っております。以上です。 

 

（村上教育長）ただ今、体育施設の整備方針というのを冊子でそれなりのボリュームがあ

って、非常に重要な方針が今検討されているということで報告ありましたけれども、こ

れを考えていかないと酒田市全体のスポーツ施設の在り方を進めることが出来ないと

いうことですね。つまり、種目によっては、この種目だけは絶対に残してくれとか、あ
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るいはエリアによってどこ地区の体育館だけは絶対建て替えてくれとかっていうそう

いう部分的な議論だけではもう進めないということですね。酒田市全体でどう考えてい

けばいいか、どこに集約し、どんな役割を持たせて人口規模に応じた使いやすい施設整

備を図っていくかという、そこが最も重要なところでございます。説明にもありました

通り、これで決定という事ではございませんけれども、最初に総論的な話をしてその上

に確論を組み立てないと土台が崩れてしまいますので、そういったことで今市長の方か

ら支持も受けて、スポーツ振興課が物凄いエネルギーをかけてここまで至ったという事

でございます。議論はここからが始まるということでございますので、こういったベー

スを勉強会でも取り上げられればいいのですけれども、まず今日は報告という形にさせ

て頂きました。今後この動きについてはまた報告していきたいと思います。今、スポー

ツ振興課長の方から補説の説明、補説というにはかなり詳しい説明をせざるを得ないの

ですが、ありました。補説のないものもございます。今の補説を含めまして何かご質問、

ご意見はございませんでしょうか。報告事項３から９までです。よろしいでしょうか。 

 

（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、事務局よりほかに何かありますでしょう

か。 

 

（村上教育長）委員の皆さま方から何かございますか。 

 

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

ありがとうございました。 



 

報第６号 専決事項の報告について（酒田市スポーツ推進審議会委員の委嘱） 

酒田市スポーツ推進審議会委員の委嘱について、教育委員会の会議を招集する時間的余

裕がなく、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あり、提案のとおり承認され

ました。 

 

議第３２号 令和２年度酒田市一般会計補正予算（第４号）について 

令和２年度酒田市一般会計補正予算（第４号）について、酒田市長より意見を求められ

ているので、同意するものであり、提案のとおり決しました。 

 

議第３３号 （仮称）酒田市コミュニケーションポート設置管理条例の一部改正について 

（仮称）酒田市コミュニケーションポート設置管理条例の一部改正について、酒田市長

より意見を求められているので、同意するものであり、提案のとおり決しました。 

 

議第３４号 請負契約の締結について（酒田市民会館舞台音響設備改修工事） 

請負契約の締結について（酒田市民会館舞台音響設備改修工事）、酒田市長より意見を

求められているので、同意するものであり、提案のとおり決しました。 

 

議第３５号 物品の取得について（光ケ丘プール スターティングブロック・プリンティ

ングタイマー） 

物品の取得について（光ケ丘プール スターティングブロック・プリンティングタイマ

ー）、酒田市長より意見を求められているので、同意するものであり、提案のとおり決

しました。 

 

議第３６号 酒田市小・中学校学区改編審議会委員の委嘱について 

酒田飽海ＰＴＡ連合会における役員改選及び酒田市地区自治会連合会推薦委員の任期満

了に伴い、新たな役員が酒田市小・中学校学区改編審議会委員として推薦されたことか

ら、酒田市小・中学校学区改編審議会条例第３条の規定に基づき、委嘱しようとするもの

であり、提案のとおり決しました。 

 

議第３７号 酒田市青少年指導センター運営協議会委員の委嘱について 

酒田市青少年指導センター運営協議会委員の任期満了に伴い、酒田市青少年指導センタ 

ー設置条例第４条の規定に基づき委嘱しようとするものであり、提案のとおり決しました。 

 

議第３８号 酒田市立資料館協議会委員の委嘱について 



酒田市立資料館協議会委員の任期満了に伴い、酒田市立資料館設置管理条例第８条の規

定に基づき委嘱しようとするものであり、提案のとおり決しました。 

  

議第３９号 酒田市阿部記念館運営委員会委員の委嘱について 

酒田市阿部記念館運営委員会委員の任期満了に伴い、酒田市阿部記念館設置管理条例施

行規則第５条の規定に基づき委嘱しようとするものであり、提案のとおり決しました。 

 

議第４０号 酒田市文化芸術推進審議会委員の委嘱について 

酒田市文化芸術推進審議会委員の任期満了に伴い、酒田市文化芸術基本条例第２０条第

３項の規定に基づき委嘱しようとするものであり、提案のとおり決しました。 

 

議第４１号 酒田市図書館協議会委員の委嘱について 

酒田市図書館協議会委員の任期満了に伴い、酒田市立図書館設置条例第５条第２項及び

第３項に基づき委嘱しようとするものであり、提案のとおり決しました。 

 

 

なお、議第３２号から議第３５号までは、市議会での審議前であるため非公開で審議され

ました。 



 

 

日 時  令和２年５月２６日（火） 午後１時３０分～ 

場 所  酒田市役所中町庁舎 ６１号会議室 

 

■ 議  事 

 

報第１号 専決事項の報告について（酒田市教育研究所長及び所長代理の委嘱） 

酒田市教育研究所長及び所長代理の委嘱について、教育委員会の会議を招集する時間的

余裕がなく、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あり、提案のとおり承認さ

れました。 

 

報第２号 専決事項の報告について（酒田市教育相談室運営委員会委員の委嘱） 

酒田市教育相談室運営委員会委員の委嘱について、教育委員会の会議を招集する時間的

余裕がなく、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あり、提案のとおり承認さ

れました。 

 

報第３号 専決事項の報告について（酒田市理科教育センター運営委員会委員の委嘱） 

酒田市理科教育センター運営委員会委員の委嘱について、教育委員会の会議を招集する

時間的余裕がなく、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あり、提案のとおり

承認されました。 

 

 報第４号 専決事項の報告について（酒田市理科教育センター主事の委嘱） 

酒田市理科教育センター主事の委嘱について、教育委員会の会議を招集する時間的余裕

がなく、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あり、提案のとおり承認されま

した。 

 

報第５号 専決事項の報告について（酒田市就学支援委員会委員の委嘱又は任命） 

酒田市就学支援委員会委員の委嘱又は任命について、教育委員会の会議を招集する時間

的余裕がなく、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あり、提案のとおり承認

されました。 

令和２年第５回酒田市教育委員会定例会について（審議結果） 


