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 日程第４ 議事 

日程第５ 教育長の報告 
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（村上教育長）ただいまより、令和２年第９回酒田市教育委員会定例会を開会いたします。

本日は村上委員が欠席でありますけれども、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 前回会議録の承認を議題といたします。前回の定例会の

会議録の承認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   報第 ９号 専決事項の報告について（教育財産の取得の申し出（酒田市 

酒田駅前交流拠点施設ミライニのうち酒田市立中央図書館 

に係る土地及び建物）） 

報第１０号 専決事項の報告について（物品の取得（ＧＩＧＡスクール用端 

      末）） 

報第１１号 専決事項の報告について（土地及び建物の取得（酒田市立中央 

図書館及び酒田市酒田駅前観光案内所）） 

議第５２号 酒田市立小・中学校教職員安全衛生管理規定の規定について 

議第５３号 酒田市立小・中学校における働き方改革推進プランの策定につ 

いて 

 

（村上教育長）次に日程第４ 議事に入ります。報第９号 専決事項の報告について 及

び 報第１１号 専決事項の報告について を議題といたします。この２件は関連する

議案のため、一括してご提案願いします。 

 

（企画管理課長）それでは私から酒田市酒田駅前交流拠点施設ミライニについて、報第９

号 専決事項の報告について（教育財産の取得の申し出について）、及び報第１１号専

決事項の報告について（土地及び建物の取得について）の２件について、関連がござい

ますので一括して報告をさせて頂きます。まず、最初に報第９号につきましては、酒田

市酒田駅前交流拠点施設ミライニのうち酒田市立中央図書館に係る土地及び建物を、教

育財産として取得することを地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２８条第２

項の規定により市長に申し出をすること、続いて報第１１号につきましては、酒田市酒

田駅前交流拠点施設ミライニのうち酒田市立中央図書館及び酒田市酒田駅前観光案内

所の用として酒田市幸町１丁目１０１番の土地５，２５４．６４平方メートルのうち持

分１００万分の４３万３，７３１を、また同地の建物の専用部分、延べ床面積３，４７

６．０８平方メートル及び共有部分の共有持分を、２２億４，４５７万５，７９２円で

光の湊株式会社から取得する市議会の議案に同意することの、この２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ございます。 

 私の方からは以上です。 

 

（村上教育長）それでは、報第９号及び報第１１号の提案に対し、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９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」） 
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（村上教育長）ご異議なしと認めます。よって報第９号は提案のとおり承認されました。 

 次に報第１１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１１号は提案のとおり承認されました。 

 次に報第１０号 専決事項の報告について を議題といたします。これについて提案を

お願いいたします。 

 

（企画管理課長）私の方から報第１０号 専決事項の報告について（物品の取得について）

につきまして、ご説明を申し上げます。ＧＩＧＡスクール用端末７，１５３台を株式会

社日情システムソリューションズから２億９，３７０万円で取得する市議会の議案に同

意することについて、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、

専決処分を行いましたので同条第２項の規定により報告し、承認を求めるものでござい

ます。私の方から説明は以上です。よろしくお願いいたします。 

 

（村上教育長）それでは報第１０号の提案に対しまして、ご質問やご意見はございません

か。 

 

（岩間委員）今回ＧＩＧＡスクール用端末の購入ということで、地元の酒田の会社が取得

ということになりましたけれども、参考までに他の競合他社がいたのかどうかの辺りも

教えて頂ければと思いました。 

 

（学校教育課長）３つの業者がこれには参入して頂いておりました。 

 

（岩間委員）その中でも一番価格の安いところがということですか。 

 

（学校教育課長）そうです。 

 

（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。報第１０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１０号は提案のとおり承認されました。 

 次に、議第５２号 酒田市立小・中学校教職員安全衛生管理規程の制定について を議
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題といたします。これについて提案をお願いいたします。 

 

（学校教育課長）議第５２号 酒田市立小・中学校教職員安全衛生管理規程の制定につい

てご説明いたします。これにつきまして、次のとおり制定したいということでお諮りい

たします。ページめくって頂きまして、提案理由を先に進めさせて頂きますが、これま

で教職員が教育活動に専念できる適切な労働環境の確保を目的に、産業医の選任義務の

ない教職員４９人以下の学校における労働安全衛生管理体制の整備を図るために、規程

を制定するものでございます。趣旨につきましてはこの通りでございます。定義として

色々ありますが、健康管理医という言葉ですけれども、産業医ということではなく４９

名以下のところに配置するという意味でこの言葉を使わせてもらっております。それか

ら第３条の校長の任務につきましては、この訓令に定める事項を適切に実施することと、

所属職員の安全及び健康の確保ということをお願いしようと思います。また、第４条の

教職員の義務につきましてもこの通りで、校長若しくは健康管理医等からの指導があっ

た場合につきましては、これを守らなければならないということです。それから第５条

健康管理医につきましては、酒田地区医師会十全堂の推薦に基づき、酒田市教育委員会

が委嘱するという形を取りたいと思います。その職務ですけれども、（１）から（４）

までございますが、教職員の健康管理、健康診断の事後措置に関すること、それから長

時間労働を行った人に対する希望による面接指導、それとストレスチェックにおいての

高ストレス者に対する面接指導、それ以外の心身の健康保持を図るための措置に関する

ことを職務にしたいと思っておりました。以上、この規程を設けることにつきましての

ご審議をお願いいたします。 

 

（村上教育長）それでは、ただ今の説明につきましてご質問、ご意見等ございませんか。 

 十全堂医師会と酒田市教育委員会が協力して、どの学校も５０人以下、高校は５０人以

上ですが、そういった制度がない所でもメンタルヘルスのケアが出来るように、上手く

専門医と繋ぐ役割を果たすということにつきまして、ご記憶にある委員も多いかと思い

ますが、既に協定を交わしておったわけです。新聞でも報道になりました。この度の議

第５２号につきましては、規程としてこの内容を明文化して、明らかにしたものでござ

います。この間、医師会と様々な話し合いを重ねてきたところではありますけれども、

おそらくこういった規程で形になっているのは、県内ではあまり多くはないのかなと。

私は他に聞いたことがないのですが、酒田市の場合はしっかりとした規程に基づく内容

を明示したというところで、今回お諮りするということになったわけでございます。何

よりも、医師会さんの協力ですね。教職員をしっかりケアしたいというその善意がなけ

れば成り立たなかった事業でございます。 

  

（村上教育長）ご質問等ございませんか。ないようですので、お諮りいたします。議第５

２号 酒田市立小・中学校教職員安全衛生管理規程の制定について を提案のとおり決

するにご異議ございませんか。 
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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５２号は提案のとおり決しました。 

 次に、議第５３号 酒田市立小・中学校における働き方改革推進プランの策定について

を議題といたします。これについて提案をお願いいたします。 

 

（学校教育課長）議第５３号 酒田市立小・中学校における働き方改革推進プランの策定

について 別紙のとおり策定するものとしてお願いいたします。別紙をご覧下さい。勉

強会でもご提示申し上げましたが、概要が一番後ろに載っています。前回、勉強会の時

もお話をさせて頂きましたので、簡単にご説明申し上げます。策定の趣旨につきまして

はここにあります通りですけれども、基本的に教員の心身健康を保ち、その他の問題に

対応しながら、子どもたちに力を付けていくために改革推進プランを作成するものでご

ざいます。目的につきましては、教員の業務縮減と適正化を進めながら、教員のワーク・

ライフ・バランスを確立することによって、教員がいきいきと子どもたちに向き合える

環境をつくるということです。基本方針としましては、月４５時間、年間３６０時間を

超えないということ。取り組みの重点期間としましては、今年度から令和４年度までと

いうことになります。具体的目標としましては、複数月で８０時間を超える教員がいな

いようにしたいということ。それから１人１か月あたりの超過勤務時間を前年比２０％

削減。１人１か月あたりの超過勤務時間が８０時間を超える教員数を前年度比４０％減

にしたいと思っております。令和２年度の重点といたしまして、黒塗りのところになり

ますが、勤務時間管理の徹底、教員の事務負担の軽減、地域人材の活用、適切な部活動

の運営、啓発活動と好事例の収集・発信ということを考えております。こういった方針

に基づきまして、作成していたプランの方を推進していきたいと思っておりますので、

よろしくご審議のほどお願いいたします。以上です。 

 

（村上教育長）概要を主に説明を申し上げたところでしたけれども、このことにつきまし

てご質問やご意見はございませんか。 

 

（神田委員）概要のところで、重点取り組みということで記載を頂いているわけでござい

まして、いずれも非常に大切なことだなと思いますので是非推進をして頂きたいと思う

のですけれども、先生方の固い意識というか働き方改革を進めていく上で、何が最も課

題だと感じているかということと、ここに挙げられている項目の整合性が取れているの

が最も望ましいと思うのですが、こういった項目の設定にあたって、県の考え方もある

と思いますが、現場の意見としてもやはりこういったところを重点的に取り扱って欲し

いというようなことになっているのかどうかというところが気になりました。 

 

（学校教育課長）１番の課題は、やはりこれまで教員というのはサービスで色々なことを
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やるのが当たり前だというような意識がずっと、私を含めてそうなのですがあったこと

が 1番だと思います。やはり勤務時間をしっかり管理することがまず 1番かなというこ

とで、これまでも自分の時間を削ってまでもという言い方をしますけれども、学校にい

て子どものためとは言いながらも長時間労働をすることによって体を壊してしまった

りすることがあったので、その点が１番の課題かなと思っておりました。そういった点

におきまして今年度、勤務時間の管理を Excelを使いながら学校に行って得たものをし

っかり集約し、我々も把握し、県に報告しながら取り組んでいるところであります。そ

のことをまず一番に、時間の管理徹底をまず自分自身で先生方が行うということを今年

度の一番の重点課題にしたいと考えておりました。 

 

（村上教育長）よろしいでしょうか。学校の職員の課題意識というのは今学校教育課長が

述べた通りですけれども、やはり１つは管理職が持っている課題意識というのと、それ

から一般の先生方が持っている課題意識ということで、共通する部分があろうかなと思

います。一般の先生方にとりましては業務量が様々に増えてきている。圧倒的に多いと

いうその課題意識はありますけれども、管理職の先生方から見ますとそれが適切に管理

されているのか、誰がどれくらい残ってどれくらい仕事をしているのか確実に把握でき

ているのか。それからそれを率直に「早く帰りなさい。」と言っただけで、果たして済

むことなのかということです。ここが非常に難しい。しかし世の中の流れからしてもこ

れ以上両者とも放っておく時代ではないだろうということでございます。詳しくはもっ

と細かな課題意識が分かれていくわけですが、両者が課題意識をお互いに分かって進め

ていくという、そういうふうに出来ればいいなとは思っているところです。 

 

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

 議題５３号 酒田市立小・中学校における働き方改革推進プランの策定について 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５３号は提案のとおり決しました。 

 

◎ 教育長報告 

 

（村上教育長）次に、日程第５ 教育長の報告についてですが、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、報告事項６から８につ
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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、はじ

めに報告事項１と報告事項６についてお願いします。 

 

（社会教育文化課長）報告事項１になります。国指定史跡旧鐙屋の耐震補強工事等に伴う

休館について でございます。休館期間は令和２年１０月１日から令和７年３月までの

予定となっております。休館の理由といたしましては、平成２７年・２８年度の耐震診

断の結果を受けまして、耐震補強工事と屋根の葺き替え工事を行うためでございます。

工事内容については記載の通りでございます。令和３年度には更に前回の調査で出来な

かった部分も、壁の中でございますけれども調査をしていきたいということで、調査も

入っております。なお、５年間計画になっておりますけれども、国庫補助金の採択状況

によっては変更になる場合もございます。報告事項１につきましては以上でございます。 

 

（村上教育長）それでは次に報告事項６ついてお願いします。 

 

（社会教育文化課長）それでは報告事項６ 令和３年酒田市成人式について報告いたしま

す。全体の教育委員会でもご意見を頂戴したところでございます。ありがとうございま

した。令和３年１月１０日実施予定の成人式を令和３年１１月６日土曜日に延期するも

のでございます。今後のコロナ感染症の状況により、やむを得ず１１月６日も開催が出

来ない場合はオンライン等による配信等を検討し、再延期はしないということでござい

ます。また、式典内容につきましても、式典の時間短縮、もしくは２回に分けて行うな

ど感染拡大防止対策を講じた上で行うよう今後検討していく予定でございます。これま

での検討経過を記載しております。成人式のアンケートを実施させていただきました。

実行委員の方々から SNSで呼び掛けて頂きまして、合計で１３９名の方からアンケート

の報告を頂いております。アンケートの意見等を２番の理由の（参考）に成人式実行委

員の意見というのが書いてありますけれども、実行委員の意見とほぼ同じでございまし

た。２番目に延期する理由の③にもありますけれども、成人式に求めているものには友

人との再会かつ晴着の着用であることから、実現可能性に最大限配慮したということで、

延期させていただくものでございます。事務局ではリモートもやむを得ないのではない

かという話もございましたけれども、やはりご意見を聞くとやりたいという気持ちが非

常に多くございましたので、それを最大限考慮したということで１１月６日に延期させ

ていただくということになりました。今後の予定でございますけれども、本日教育委員

会で報告させていただきまして、１０月５日に市長の定例会会見で発表する予定でござ

います。以上です。 

 

（村上教育長）ただ今の２件の報告に対し、どちらからでも結構ですので、ご質問やご意

見などございましたらお願いします。 

 

（渡部委員）成人式の件でございます。前回でも色々と意見はさせて頂きましたが、私も
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その当事者として、親にとっても子どもにとっても成人式というのは非常に特別な式典

であるわけなのですが、今回このような形で広く意見を聞いていただいて最大限ご配慮

を頂いたということに対して感謝したいなと思います。１つ聞きたいのは、他の自治体

ではＧＷだとかお盆とかその辺に延期という形をとっていますが、更に後ろの１１月と

いうかなり後ろの方に延期されたわけですけれども、この最大の理由というのはやはり

晴れ着の件でしょうか。それともコロナが遅くなればなるほどそれは終息するだろうと

いうところからの判断でしょうか。 

 

（社会教育文化課長）委員のおっしゃる通り、晴れ着を着られる季節ということと、東京

オリンピック終了後ということも考えまして、最大限延期するとすればこの時期しかな

いだろうなということです。５月などにした場合また再延期という可能性もありますの

で、最大限延ばさせていただいてそこで出来ない場合は再延期はなしという形で進めた

いと思います。 

 

（渡部委員）分かりました。 

 

（村上教育長）他にご質問、ご意見ございませんか。ないようですので、次に進みます。

報告事項の７について説明お願いします。 

 

（企画管理課長）それでは私の方から草刈り作業時の飛石による事故について報告を申し

上げます。こちらの方の事故につきましては、令和２年８月４日午前１１時１０分ごろ、

発生場所は旧市立第五中学校のテニスコート法面となります。下の方に事故発生個所の

略図の方を書いておりますので、ご参考にして頂ければと思います。内容としましては、

廃校の管理をしている廃校管理班の会計年度任用職員が旧第五中学校の法面の草刈り

作業をしていた際に石が跳ね、その石が車両のリアウィンドウガラスに当たり破損させ

たという事案でございます。損害額の内容については金額が、２５８，４５６円で総額

がほぼ確定をする予定で現在示談を進めているところです。相手方としましては、近所

にお住いの女性の方です。草刈り等の事故については、前回の教育委員会でも報告をさ

せて頂いて気を付けていたところですけれども、またこういう事案が発生してしまった

ということでございます。こうした事案を受け、飛石防止のための機材を揃える対策も

取っております。前回も報告させていただきましたが、今後も研修会等も実施していき

たいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。私の方からは以上です。 

 

（村上教育長）それでは、ただいまの報告につきましてご質問やご意見はございませんか。 

 

（渡部委員）飛石の件は、確か新堀小学校でも先月か先々月くらいにも同じような事案が

ありましたけれども、私もこういうことを生業としている商売をしているものですから、

やはり１０年くらい前でしょうか、もともと道路上や施設の周りで草刈り作業をすると
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きにやはり同じような事案がありました。その時にどうしたかというと、草刈り作業を

している脇でボードを持って石が必ず飛ばないようにするとか、あとは刈払い機でも回

る円盤タイプではなくて、取り回し機と言って挟んでやる機械もあるのです。そういっ

たものだと石は飛ばないですけれども、草が刈りづらいとか馬力が少しなくなるのです

が、そういう対応をして今はほとんどない状況なのですが、ただ学校の問題は校務員さ

んが学校に１人しかいないので、複数人いる学校もあると思いますが、１人作業で刈払

いしながらボードを持つということはなかなかできないのかなと思います。だからそう

いった人員体制を見直すというのは非常に難しいと思うので、機械の見直しというかそ

んな高い機械でもないかと思うので、そういったことも考慮して頂ければいいかなとは

思いました。 

 

（企画管理課長）校務員さんが使っている刈払い機については、チップソーのタイプと紐

で回る２種類のタイプを使いながらやっている形です。確かに人員体制が１人というこ

となので、今は学校等の訪問の中で技能士さんや校務員さんと面談をさせて頂きながら、

安全にするにはどうしてやっていけばいいのかなという話を話題にさせて頂いており

ます。そうした中でも、１番大事なのはやはりそういう被害を受ける車がない時間帯に

行う、もしくはやるとすればそこに車を停めないで頂くということを 1人の職場の場合

は取り組んでいます。ですから今回につきましてはそうした部分の配慮が足りなかった

のかなということでございます。そういう作業をする場合については例えばコーンを立

ててそこには入らないようにするといったことができるかと思います。今回の廃校管理

班については、４人１グループで行っております。そうしたことも踏まえて、ボードも

日頃から準備等をさせて頂いておりますけれども、あとは車が通るか通らないかの点検

をするような役割分担等も確認していく必要があるかなと思います。今回も道路に背を

向けながらやっていたというだけでは十分でなく、そこを甘く見てしまった部分がある

のかなと思います。なかなか後ろに飛ぶということもあまり想定できないということが

経験的にはあったみたいです。ただ飛んで行ってはいけない方向についてはボード等で

しっかり使っていくこと、もしくはボードがない場合でも車が通ったときは誰かが見て

おいて停める合図をするというのも大事なのかなと思います。こういうことを研修会で

も話題にしながら、こうした事故が起こらないように努めていきたいなと考えておりま

す。 

 

（村上教育長）他にございませんか。ないようですので、次に報告事項８をお願いいたし

ます。 

 

（本間教育次長）それでは、私の方から報告事項８ 市議会の令和２年９月定例会におけ

る質問状況についてご報告いたします。今議会では、令和元年度の決算及び補正予算に

対して代表質疑が１件ございましたので、まずそちらの方から報告いたします。教育委

員会関係質問状況の冊子７ページをお開きください。 
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齋藤美昭議員から、決算に絡み小中一貫教育の推進の取り組みについて、令和元年度

までの小中連携の実態と検討状況、補正予算に絡みＧＩＧＡスクール推進事業について

のご質問がありました。まず、小中一貫教育の推進の取り組みについてですが、これま

で取り組んできた小中連携教育と小中一貫教育の一番の違いであり、ねらいとすること

は、小学校と中学校の教育課程に関連性を持たせていくことであること。これまでも、

小・中学校の教員がお互いの授業を参観するなどして、それぞれの授業の改善に生かす

取組は行ってきましたけれども、そこから一歩進んで、中学校で多くの生徒がつまずい

ている領域を、その系統性を踏まえて小学校で段階的に指導していくことをねらってい

ること。学力向上と生徒指導の充実を目標としながら、令和元年度には７校区中５つが

小中一貫教育を推進していくリード校区として手を挙げ、それぞれの学区で検討組織を

編成し、全体構想や目指す子ども像の検討、共通に取り組む実践についての協議を実施

し、残りの２校区についても、現在すでに検討組織が編成されておりまして、今後の実

践についての協議がスタートしている状況であること。今年度は感染症対策により研修

会や視察などは中止になっているが、小中一貫教育のねらいや各中学校区の計画に沿っ

て、できる範囲で進めているところであることを答弁しております。次にＧＩＧＡスク

ール推進事業につきましては、端末の購入方法が県共同購入から市単独購入に変わった

経過と単独購入することによるメリットについての質問がありました。こちらにつきま

しては、機器を安く購入することを目的として、今年度当初の時点では、県の共同購入

に参加する方針でございましたが、その後に示された県のスケジュールでは業者決定が

１１月と大変遅く、年度内納品できない可能性が高いうえ、本市が採用するクロームブ

ックでの共同購入への参加自治体が無かったことから、スケールメリットも無くなりま

した。再度検討した結果、市の単独購入に切り替えることで、早期に購入業者を決定す

ることが可能となり、端末も確保できることが分かったことから令和３年４月からの運

用開始をより現実的にするため、市単独購入に変更したものであるという説明をしてお

ります。２番目としまして、新たに情報教育推進室（仮称）への改修が事業内容に追加

された経過について伺いたいというご質問がございました。１人１台端末をより効果的

に学習に役立てるには、教員のスキル向上が必須であるということで、研修等を随時行

っていく必要があること。これらのことを踏まえて、総合文化センター２０５号室を改

修いたしまして、さらにデジタル教科書や学習支援ソフトなどの教材面も整備すること

で、教員の方がＩＣＴ機器を使った研修を常時実施できる環境を整えるものであること。

また、この施設から全小中学校へ情報を発信し、オンライン研修を行うなど、本市の情

報教育の拠点にする方針である旨教育長が答弁いたしました。２問目として、ロードマ

ップ的な質問がありましたが、これについては９月中に入札をし、年度内に確実に入手

できるようにしたいと齋藤次長が答弁しております。 
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次に一般質問の質問状況について報告いたします。１１ページをお開きください。後

藤仁議員からは、新型コロナ禍のイベントについてご質問がありました。各公共施設の

利用者が戻っていない状況が続いているが、文化施設やスポーツ施設における利用状況

について現状を伺いたいとの質問をいただきました。それに対しまして主な施設のそれ

ぞれ６月７月の利用人数と対前年度比で、厳しい状況にある旨を述べております。細か

い数値などは冊子の方をご覧いただきたいと思います。それから、議員からはこれまで

小中学校や文化センターで行っていたイベント等について、発想を変えて希望ホールや

国体記念体育館などの大きな施設を活用し、三密対策を図りながら開催することはでき

ないかとのご提案もありました。市文化施設、体育施設については、例年週末や休日を

中心にコンサート等文化芸術事業や、全国、東北、県大会規模のスポーツ大会が、前の

年から予約されている状況にあることから、学校関係者をはじめ各種イベントや事業等

を開催する際にはソーシャルディスタンスを確保するために大きい施設を必要とする

場合は施設ごとの予約状況の確認が必要になってきます。ですが、本市の文化施設、体

育施設を活用いただくことは可能であり、今後教育委員会から市内小中学校に対して利

用ができる旨周知を図っていきたいことを答弁しております。また、後藤議員からはイ

ベントを開催する際に、それまでの小さな会場から大きな施設、希望ホールや国体記念

体育館に会場を変更して利用した場合にその施設使用料を減免の対象にすることはで

きないかとのご質問もございました。実はこちらの考え方につきましては、５月に各施

設の利用を再開するにあたり教育委員会事務局内部で検討したものの、当初から大規模

施設を予約した利用者との整合性・公平性を図る為に見送った経緯があることを説明さ

せていただいております。２問目として新型コロナ対策としての使用条件など、施設利

用者にどのようなことを求めているかというご質問がありました。市の文化施設、スポ

ーツ施設の利用者については、コロナウイルス感染症の対策として世間一般に言われて

いる３密を避ける行動をお願いしています。希望ホール、総合文化センターなど市文化

施設は、国が示すガイドラインに基づき作成したチェックリストを使用しながら、感染

防止対策を使用者・主催者と協議した上で、利用をいただいていること。スポーツ施設

の場合、マスクを着用しながらの運動は熱中症の危険が高まることから、入館する際は

マスクを着用し、運動をする際にはマスクをはずすことで対応をお願いしているところ

であること。また、各競技の大会や練習については、各競技団体の上部団体で作成され

たガイドラインを参考とし、そのガイドラインに沿って、種目に応じて各競技団体の主

催者が対策を行っていることころであること。７月下旬～８月にかけて文化芸術団体に

アンケートを実施したところ、コロナ禍の影響で全く活動をしていない団体が２５パー

セント、３密を避けて活動していると回答した団体が６４パーセントあったことから、

現実的には、活動はしたいが万一コロナウイルスにかかってしまうことを考え、二の足
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を踏んでいる方が多いのだろうと考えていること。しかしながら、少しずつ歩みを進め

ている状況であるので、施設の利用について配慮してまいりたい旨私が答弁いたしまし

た。 

次に１４ページ齋藤直議員からは、９月４日早朝の記録的な短時間大雨において各学

校が保護者への連絡をしたが、もっと早く対応ができなかったか、また教育委員会が主

体となった対応をすべきだったのではないかとの質問がございました。各小・中学校で

防災マニュアルを作成しており、今回の「記録的短時間大雨情報」が発表された場合の

対応についても示されていたが、実際に対応するのは初めてのケースであったことから、

今後情報を収集し、検証する必要があると考えていること。また、短時間大雨の場合、

直前にならないと情報が出ないため、あらかじめ児童・生徒への指示を出すには限界が

あり、加えて各校の地域性や立地条件が異なるため、教育委員会が主体となって全小・

中学校に統一した指示を出すことは現実的に難しいこと。そのためスピード感をもって

それぞれの状況に対応できるように、学校ごとに配信できる一斉配信メールシステムを

導入し、運用していること。今回も２９校中２０校でこのシステムを使用したというこ

とを述べております。今回の事案を受けて、各学校に防災マニュアルについて検証し、

改善策を考えるよう働きかけ、１０月開催予定の防災教育研修会のテーマの一つとして

取り上げる予定であることを教育長が答弁しています。２問目として学校からのメール

の内容があいまいだったことから、保護者に分かりやすい内容にするなど今後の対応に

ついてのご質問がございました。一部の学校で登校に係る判断が遅れたことについて、

教育委員会が把握している要因としては、教職員が学校へ向かったが冠水による交通規

制で到着が遅れたこと、通学路や学校周辺の安全確認に時間を要したことなどがあげら

れております。メールの内容や発信の設定など、各校の情報を得ながら検討していきた

いと考えていること。災害時の基本的な考えは、最初は自助。まず自分の子どもを守る

ためには学校の情報によらず判断する。共助としての対策と同時に地域や家庭とも基本

的な考えについて共有できるよう働きかけていきたい旨教育長が答弁いたしました。 

次に１６ページ江口暢子議員からは、ＧＩＧＡスクール推進事業についてのご質問が

あり、齋藤教育次長が答弁いたしました。現在の進捗状況については、本市では、国の

方針に従い、小・中学校に Wi-Fiネットワーク環境を整備するための通信ネットワーク

整備を６月補正において予算計上いたしました。９月に業者決定し、今年度中の完了予

定で整備を進めているところであること。また、児童生徒１人１台パソコンの整備につ

いては７月補正において予算計上しており、９月中の契約及び今年度中の納品完了で進

める予定であること。また、整備したパソコンを効果的に授業等に取り入れるため、１

０月から来年３月まで、ＧＩＧＡスクールサポーターを配置する予定であること。今後

の検討課題についてと、情報教育推進室（仮称）の役割についての質問に対しては、 
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導入当初の課題としては、端末の基本的な操作方法がまずあります。基本的な情報機器

操作については、今後ＧＩＧＡスクールサポーター制度を活用し、先生方や子どもが学

校で端末を使う際のマニュアルや、子どもが端末を家に持ち帰る際のマニュアルを作成

して対応していくこと。また、ＧＩＧＡスクールサポーターを各校へ３回ずつ派遣し、

先生方への基本的な活用について研修を行う予定であること。基本的な操作方法を習得

した段階での次の課題は、授業の中での端末の有効活用であること。その課題に対して

は、文化センター２階に設置する情報教育推進教室での研修を充実させていくこと。１

人１台端末をより効果的に学習に役立てるには、教員のスキル向上が必須であり、研修

等を随時行っていくことを考えていること。また、デジタル教科書や学習支援ソフトな

どの教材面も整備することで、先生方がＩＣＴ機器を使った研修を常時、実施できる環

境を整え、各教科の授業での活用場面や、より高度な内容の研修を段階的に充実させて

いきたいと考えていること。教育委員会としては、端末導入時から活用まで段階的な課

題を見極め、端末を十分に活用できるような体制と研修で先生方の負担を軽減し、子ど

も達の情報活用能力の育成に向けて順次サポートしていきたいと考えている旨答弁し

ています。現場の先生方は非常に負担が多いので、業務量を減らさないとＧＩＧＡスク

ールの業務を行う余裕がないのではないかとのご質問に対しては、確かにコロナ対応で

多忙だが、生徒の机の消毒は必要なくなったし、学習支援員やスクールソーシャルワー

カーなど文部科学省の事業による人的配置も進んでおり、少しずつ軽減してきているこ

と。貸出用ルーターは、どういった場合に家庭で利用されるのかというご質問もござい

ましたが、遠隔授業が必要な場合に活用するが、さらに通常の学習においても活用して

いきたいこと。コロナだけでなく冬期間のインフルエンザでの休校時にも活用できるの

ではないかとご提案もございました。こちらも同じ考え方であり、加えて普段学校に来

られない子が学校と繋がるツールにもしていきたいと考えていると答弁しております。

家庭で活用できるのは今年度中に、端末を整備完了するので、来年度から運用できると

いうこと。リテラシーの差はあると思うので、今作成している情報セキュリティポリシ

ーの中でリテラシーとモラルの部分についても盛り込んでいること。次に情報教育推進

室について、ご質問がございました。これにつきましては、ハードやソフトを整備した

後、個別最適化のための検証の場となるという意味で、端末を入れた後、今度はソフト

ウェアについても教員の研修が必要となることから、その仕組みとして整備するもので、

情報教育推進室では、酒田市の将来の教室がこうあってほしいというモデルを表現した

いというふうに考えていること。隣接する市町村ではこの様な構想を掲げて施設を整備

しているところはなく酒田市独自の取り組みとなっている、研修に手厚いのが酒田の特

徴であり、今後、近隣にも声掛けしたいと考えていることを齋藤次長が答弁しておりま

す。また、江口議員からは東洋経済オンラインに酒田光陵高校の話題が掲載されている
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ということで、光陵高では全生徒がそれぞれ ID を持ち ICT を使った学習をしているこ

とから、コロナ禍での学習への影響が全くなかったということでした。この様な実績が

ある光陵高や公益大と連携をとってはどうかというご意見がございました。現在も情報

交換しており今後も光陵高の事例を参考モデルにして進めていきたいということ、それ

から防犯カメラとして webカメラは安価であり、検討する余地はあると思うとの答弁を

しております。 

次に２１ページ市原栄子議員からは、平和都市宣言のまち酒田市の取り組みについて

の質問があり、その中で教育委員会が所管する部分について報告いたします。歴史資料

の収集については、光丘文庫を含む図書館が出版物や記録資料を資料館が主に物的資料

を収集するという役割分担が従来からなされていること。図書館でも戦争関連の郷土資

料を収集しているが、酒田の空襲を単独で扱った出版物としては、昭和５４年に酒田東

高校社会部がまとめた冊子以外には過去に発行された経過がなく、酒田の空襲に関する

記録資料そのものが非常に限られているのが実態であること。光丘文庫で所蔵する戦争

関連の記録資料としては、国が作成した空襲被害図などを光丘文庫デジタルアーカイブ

でも公開しており、光丘文庫で現物を閲覧することができるほか、今年度中に公開予定

の光丘文庫資料データベースによって今まで以上に資料を容易に探し出すことが可能

となる見込みであること。資料館は郷土の歴史、民俗、産業、自然等に関する資料の収

集を行っており、ほとんどが市民からの寄贈ですが、貴重なものは購入して収集してい

ること。今後も戦争関係の資料について、寄贈の相談があった場合や調査員の調査で貴

重なものと分かった場合は収集していきたいと考えていること。収集した資料について

は、企画展や常設展にて展示し、市民の皆様へ紹介しているということ。光丘文庫、図

書館、資料館については、互いに情報提供を行うなどしていきたいことを述べておりま

す。それから子どもたちへの伝承をどのように考えているかというご質問に対しては、

小・中学校では、社会科の歴史学習において、戦争の悲惨さや平和の尊さについて学ん

でおります。また、特別の教科道徳においても平和について学ぶ機会があること。教科

書で学んだ全国史と並行してジュニア版酒田の歴史を活用することも考えられるとい

うことで、冊子の中では戦時中の酒田の様子が多数取り上げられており、こちらの方を

貴重な資料として活用していきたいと考えております。こちらにつきましては、総務部

長が、酒田市の平和を中心に答弁をしております。 

次に２６ページ佐藤喜紀議員からは本市における小中学校の猛暑対策についてのご

質問がございました。今年度学校ではエアコンが設置されたことで、子どもたちは暑さ

を心配することなく快適に学校生活を送っていること。それから保健室利用状況につい

ては、昨年度の７・８月に比べ今年の同月は、小中学校と合わせて約１．１倍の増加傾

向にありましたが、体育の授業や運動会練習後に気持ちが悪くなったなど暑さの下で活
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動することには、十分な配慮が必要であるということですが、普通教室にエアコンがあ

ることで、リフレッシュできる環境ができたことは大きな効果であると感じていること

を述べております。それから熱中症による医療を受診した児童生徒の数は、昨年度と比

べ６月から８月の３か月間の調査では、小学校では半減、中学校では約４分の１に減少

しているということです。理由といたしましては、授業日数が昨年度並みに達していな

いことや中学校で部活動を行う時間が少なかったこともありますが、エアコン設置に伴

って学校生活において熱中症と診断された児童生徒の人数は明らかに減少しているこ

とを報告しております。登下校時の対応についての質問に対しては、学校では暑さ指数

をすべての教育活動の指標にしておりますが、特に小学校低学年の下校時においてはほ

とんどの小学校では下校前の水分補給や、歩いているときも必要であれば水分補給をし

てもよいという指導、帽子の着用などの対策を取っており、特に指数が高い日は、教員

の下校時の見回りや、バス通学のある小学校では、地区の見守り隊が児童に付き添い、

水分補給も促しながら安全に下校ができるように対応していること。さらに、学童の職

員との連携も図り教員と職員で見届けるなどの対応もしております。各学校では、その

学区の通学路の状況や距離などに合わせ、様々な工夫をして対策を行っているところで

あり、教育委員会としては、それぞれの学校の取り組みを今後も引き続き支援していき

たいと答弁しております。議員からは猛暑対策として教育委員会として酒田市全体で取

り組むのか、学校ごとに取り組むのか、各校で取り組み方が違うと保護者も戸惑うので

はないかというご質問もございました。これについては、他県のような日傘の利用につ

いては、保護者の判断で呼びかけた学校が１校、学校独自で呼びかけた学校が１校でし

たが、強風の心配もあり学校としては見送ったところもあった。子どもたちの発達段階

に合わせて考えることが大事かなということもあり、ノーランドセルについては、学用

品は持って帰るものと置いていくものに分けて対応して軽量化を図っているというこ

と。それから、ミストシャワーなど学校ごとに対応が異なるのは、今年度感染症対策で

各学校に１００～２００万円の国費が計上されており、それを使って各学校でミストシ

ャワーを入れたり、スポットクーラーの購入に充てるなどの工夫をしたために違いが出

ていることを説明しています。空調については、酒田市空調設備運用指針にもとづき２

８℃で設定していること。登下校時の取り組みについては、全国的な取り組みの情報収

集は大事と考えており、今後も情報収集していきたい旨齋藤次長が答弁いたしました。 

２９ページ松本国博議員からは、新型コロナウイルス感染者に対する誹謗中傷・風評

被害・差別への対応と防止策は具体的にどのようなものかというご質問がございました。 

これに対しましては学校においては、文部科学省からの通知の中に、悩みを抱える児童

生徒の早期発見、新型コロナウイルス感染症に関する適切な知識を基にした指導、生徒

指導上の配慮を十分に行うよう明示されており、教育委員会から各学校に周知したとこ
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ろであること。さらに、スクールカウンセラーが作成した、子ども達のうわさ話等への

対応について、指導用資料を教職員向けに配布していること。それから仕事場、学校な

どで感染者が発生し休業した場合の再開までの指針はあるのかというご質問もござい

ました。学校については教育委員会から保護者向けに通知を出して示していることを説

明しております。対応や再開時期等については、保健所の指導のもと、学校、教育委員

会、専門家会議、対策本部会議と協議することにしています。消毒方法も前と比べて大

分簡略化され施設全体を隅々まで消毒するような必要はないということなども含めて

引き続き保健所と調整しながら対応していきたいということを危機管理監の方が統括

して答弁しております。 

３１ページ佐藤弘議員からは、酒田方式のコミュニティ・スクールの設置について、

コミュニティ・スクールの設置の方向性についてご質問がございました。これに対しま

しては第２期本市教育振興基本計画のところに施策としてコミュニティ・スクールの設

置の位置づけたところであること。それから設置に向けて、今年７月には、庄内教育事

務所の担当者を講師に迎え、事業担当者勉強会を開催したこと。同月に２つの小学校、

１つの中学校の校長とともに、現状の課題や、小学校区単位ごとに設置するのか、中学

校区ごとに設置するのがよいか、コミュニティ・スクールと小中一貫教育との関連等に

ついて意見交換を行ったこと。今後導入するための環境を整えていきたいと教育長が答

弁しています。佐藤議員からはロードマップを示すべきではないかとのご意見もござい

ましたが、学校と地域が話し合える期間を来年にして、地域が自分ごとのようにして考

えて調整できるようなロードマップを作っていきたいと教育長が答弁しております。 

子供についての情報をしっかり持ち、良い点や課題があれば小中一貫教育の取り組み

も含めて、どのように育ってほしいのかということを話し合い、協力し合えることが酒

田方式であると考えている旨教育長が答弁しております。 

最後に３４ページ武田恵子議員からは、災害時に地域住民の避難所としての役割も担

っている公立学校施設のトイレの洋式化についてのご質問がございました。現状につい

てですが、学校トイレ改修事業については、家庭生活の環境として洋式が一般的になっ

ていることから、これまで小学校については毎年１校、中学校については規模が大きい

ため２年で１校の整備計画をたてて整備を進めてきました。最終目標は全小中学校のト

イレを洋式化することですが、令和２年度までに予算化されていない学校は小学校４校

となっているもの、この４校についても３割～４割は洋式トイレになっており、洋式ト

イレが全く整備されていない学校はないこと。令和６年度までに改修完了は達成できる

かというお尋ねがありましたが、教育委員会としては出来る限り整備を進めていきたい

と考えている旨答弁しております。総務省・消防庁が所管する緊急防災・減災事業債を

充当して整備ができないかとの問い合わせもありましたが、残念ながら学校施設の避難
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所については対象外となるため、これまでどおりの財源を使っての整備をしていくこと

になる旨私の方から答弁いたしました。９月定例会の報告は以上でございます。 

 

（村上教育長）それではただ今の報告につきましてご質問、ご意見はございませんか。 

 

（村上教育長）それでは報告事項の２から報告事項の５については紙面での報告とさせて

頂きますけれども、担当課より補足説明等ありましたらお願いいたします。 

 

（村上教育長）委員の皆さま方から報告事項の２から報告事項の５までご質問等は何かご

ざいますか。 

 

（神田委員）報告事項の５のミライニのホームページと Facebook 開設についてのところ

ですが、Facebook というのがどういった層をターゲットにして開設されるのかという

ところが気になりました。比較的若い人をターゲットにするのであれば Twitterやイン

スタグラムの方が活用していると思いますし、Facebook は少し年齢が高めなのかなと

いうような部分がありますので、どのような方を対象にされているのかというのがあれ

ばお聞きしたい。 

 

（図書館長）どちらかと言えば若い人向けの内容になっていますが、Facebook は高齢な

方の方がやっている場合が多いという話もございますので、Twitterなども検討してみ

たいと思います。 

 

（村上教育長）他にご質問等ございませんか。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。事務局の方から他に何かありませんか。 

 

（企画管理課長）１０月１日発行のきょういく酒田について印刷が上がっておりますので

皆さんご参考までにご覧ください。 

 

（村上教育長）他に事務局の方から報告等ございますか。 

 

（村上教育長）ないようですので、委員の皆さま方から何か報告等ございますか。では、

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。 

 


