
その他（各課等からの報告）【報告事項１－１】 

 

件 名 新型コロナウイルス感染症の対応について 

担 当 課 企画管理課 

【これまでの報告の概要】 

１ 学校給食関連 

 ３月３日（火）～ 小中学校休業に伴う学校給食の休止  

① 自校炊飯用の米、冷凍食品、乾物など長期保管可能な食材については、４月以降

に使用するように献立の変更を行うことで対応。 

キャンセルできなかったジャガイモとヨーグルトは 3/9 に一般市民向けに販売済

み(市役所一階、事前告知なし)。 

② 提供しないこととなった既納付分の給食費は返還。（各学校で対応） 

返還のための金種指定払出手数料を企画管理課が負担。 

③ 中学校給食において、単価契約（提供食数×単価による計算）のため、受託業

者の意見を聞き、食材費相当額を除き対応。 

④ 給食調理員などの非常勤職員については、勤務内容を各学校の事情に合わせ

対応し、勤務することとしていた期間には、出勤。（休校になったことで子供の

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） 

 

４月７日（火）～ 学校再開の延期に伴う学校給食再開の中止(4/19まで休業) 

   キャンセルできなかった野菜等の食材は、事前告知し 4/7に市民に販売。 

   （ホウレンソウ、オレンジ、キャベツ、ネギ、ウルイ、卵など） 

   4/8～4/9は市内で感染者が発生したことから市民向けの販売を中止し、市職員

向けに販売した。 

 

４月１４日（火）～ 学校再開の再延期に伴う学校給食再開の中止(5/10まで休業) 

    ３月使用予定のもので、４月に使用するように献立調整していたもので、賞味期

限の関係で使用できなくなるものについて、4/15に職員向けに販売。(アーモン

ド粉とれんこんの水煮) 

 

２ 学校開放 

 ４月８日（水）～５月１０日（日）の学校開放事業中止の延長 

市内小中学校の全開放施設（校舎、屋内運動場、屋外運動場、武道館）の開放中

止を延長。ただし、学童保育所が学校臨時休業中に校舎及び屋内運動場等を使用

することについては、各学校において柔軟な対応をするよう依頼。 

 

３ 各種式典 

退職教職員感謝状贈呈式、辞令交付式等の中止 

３月３１日（火）予定の退職教職員感謝状贈呈式を中止、４月１日（水）の辞令

交付式を中止（転入者を除く） 

 



その他（各課等からの報告）【報告事項１－２】 

 

件 名 新型コロナウイルス感染症の対応について 

担 当 課 学校教育課 

【報告の概要】 

 

 別紙のとおり 

 



■令和２年度　新型コロナ感染症対策（学校教育関係）　主な通知及び会議の概要

月 日 曜日
文書発出元
／会議名

内容

3 3 火 臨時休校開始 内閣総理大臣の要請による。

16 月 市内中学校卒業式
参加者は卒業生、職員、在校生代表、保護者代表（保護者は控室に通すことや体育館の中が
うかがえる場所を示すなど各学校で柔軟に対応）。

18 水 市内小学校卒業式
参加者は卒業生、職員、在校生代表、保護者代表（保護者は控室に通すことや体育館の中が
うかがえる場所を示すなど各学校で柔軟に対応）。

31 火
市教育委員会
（学校長あて）

「新型コロナウイルス感染症に係る本市の小中学校における教育活動等の再開等への対応に
ついて」
三密のリスクの共通理解。朝の検温体制構築。濃厚接触・感染者の２週間の出席停止。風邪
症状の児童生徒の自宅休養・受診依頼。心のケア。補充のための授業、補習の実施。行事等
のリスク回避。

－ 県内初の新型コロナウイルス感染者を確認

4 1 水 文部科学省

「Ⅱ．新型コロナウイルス感染症に対応した臨時休業の実施に関するガイドライン」の改訂
について
児童生徒・教職員の感染が判明した学校においては、学校内に既に感染が拡大する可能性や
今後拡大する可能性について個々の事情を見ながら臨時休業を検討。感染拡大警戒地域にお
いては学校運営の工夫、一斉臨時休校も選択肢。

2 木 県教育委員会

「小学校、中学校等における新学期の対応について（依頼）」
学校関係者に感染者・濃厚接触者が確認された場合の対応等。
〇基本的な考え方
確認されていない場合・・３密を避けて学校教育活動を行う。
PCR検査対象となった場合・・本人を自宅待機にして学校教育活動を行う。 濃厚接触者と
なった場合・・当該学校を一時閉鎖、本人を２週間の出席停止。
感染者になった場合・・当該学校を閉鎖し臨時休業を含む対策。
本県が感染拡大警戒地域に区分される場合・・一斉臨時休業等を含む対策。
〇当初の始業予定日から授業開始。式典は三密を避け参加者は最小限。部活動は工夫して再
開。３大都市圏に居住又は滞在していた教職員、海外に滞在した教職員の２週間の職務命令
による在宅勤務。

市教育委員会
「学校再開における新型コロナウイルス感染症への対応について」
当初の始業予定日から授業開始。式典は三密を避け参加者は最小限。部活動は工夫して再開。

6 月 － 鶴岡市で庄内初の新型コロナウイルス感染者を確認。

第１１回本部会議 学校の休校の扱いについて協議。

市教育委員会
（学校長あて）

「臨時休業延長に係る対応について（通知）」
臨時休業を４月１９日（日）まで延長。始業式は小中学校とも４月２０日（月）、入学式は
中学校４月２０日（月）、小学校４月２１日（火）又は２２日（水）。

7 火 文部科学省
「Ⅱ．新型コロナウイルス感染症に対応した臨時休業の実施に関するガイドライン」の改訂
について
臨時休校に向けた内容は４月１日から変更なし。

市教育委員会
（学校長あて）

学校再開に向けた「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策緊急点検」チェックリス
トについて
県チェックリストの送付。市チェックリスト送付の予告。感染拡大地域・海外から帰って２
週間、帰ってきた人と濃厚接触してから２週間の出席停止となることを連絡。該当生徒児童
の報告を依頼。臨時休業中の登校日の設定について可能であることを連絡。

市教育委員会
（保護者あて）

学校再開に向けた「児童生徒の行動履歴の調査」について（お願い）
感染拡大地域・海外から帰って２週間、帰ってきた人と濃厚接触してから２週間の出席停止
となることを連絡。

8 水 － 酒田市初の新型コロナウイルス感染者を確認。

文部科学省
「新型コロナウイルス感染症に対応した小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校におけ
る教育活動の再開等に関するQ&A集の送付について（４月６日時点）

9 木 第１６回本部会議
学校再開に向けたチェックリストの内容を確認。生徒が濃厚接触者となった場合の対応を協
議。

10 金 第１７回本部会議
学校の臨時休業延長等の検討方法について確認。１３日に専門家会議を開催することを決
定。１３日に臨時教育委員会を開催することを報告。

招集校長会

市内小中学校の招集校長会において新型コロナウイルス感染症対策の一部として学校再開に
向けたプラン等の概要を説明(保護者には１４日の通知まで連絡しない＝その後連絡せずに
終わる)。
〇「学校再開に向けたプラン（４月９日時点）」の説明
臨時休業を５月６日（水）まで延長。学校再開に向けて、本市のチェックリストにより点検
を行ったうえで、始業式は小中学校とも５月７日（木）、入学式は中学校５月７日（木）、
小学校５月８日（金）。臨時休業中に一度登校日を設置。
〇「学校再開に向けたチェックリスト」の説明
６８項目。教育課程、授業計画、週時程の見直し、児童生徒の過去２週間の行動履歴の確認
及び該当者の２週間の出席停止の措置の内容を含む。



文部科学省

「新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業等に伴い学校に登校できない児童生徒の
学習指導について（通知）」
自宅でも規則正しい学習習慣を身に付け学習を継続するとともに、再開を見据え学校と児童
生徒の関係を継続できるよう可能な限り措置。補充や補習の実施、時間割編成の工夫、学校
行事の精選、長期休暇の短縮、土曜日授業など。教科書の遅滞なき給付と教科書に基づいた
家庭学習。

－ 市内中学生及び母親の新型コロナウイルス陽性が判明

11 土
県新型コロナ
総合戦略会議

「山形県における新型コロナウイルス対策の新たな考え方について」
県外からウイルスを持ち込ませないことが重要。一定期間（ゴールデンウィーク明けまでを
想定）、特定の活動・行動に対する強い自粛を要請。その後、県内の方の県内の活動に限っ
て、自粛要請を解除。小中学校についても休校を要請するが登校日等で配慮。

12 日 県教育員会

「小学校、中学校等の臨時休業及び今後の対応について（依頼）」
緊急点検を終了した学校から入学式・始業式を行うものとし、臨時休業を５月１０日（日）
まで延長。分散登校を基本とした登校日を週１回程度、２時間以内で設ける。感染拡大地
域・海外から帰って２週間、帰ってきた人と濃厚接触してから２週間の出席停止となること
を連絡。休業期間中の学校再開に向けた準備。

13 月 専門家会議
再開に向けた条件について協議 疫学的には学校再開が可能とする指摘も複数あるが、休業
の延長やむなしの意見と拮抗。再開に向けた条件に加えて、どのような時に閉校するのかと
いう条件が必要との指摘。

臨時教育委員会 １４日発出の通知について協議。

14 火 第１９回本部会議 学校の臨時休業延長に関する方針を協議。

市教育委員会
（学校長あて）

「小・中学校臨時休業および今後の対応について（通知）」
臨時休業を５月１０日（日）まで延長。始業式は小中学校とも４月２０日（月）、入学式は
中学校４月２０日（月）、小学校４月２１日（火）又は２２日（水）。臨時休業中は週１回
程度の登校日。学校再開に向けた準備の依頼。

市教育委員会
（保護者あて）

「小・中学校臨時休業および今後の対応についてのお願い」
 臨時休業を５月１０日（日）まで延長。始業式は小中学校とも４月２０日（月）、入学式
は中学校４月２０日（月）、小学校４月２１日（火）又は２２日（水）。臨時休業中は週１
回程度の登校日。

15 水 議会全員協議会 市議会議員に臨時休業延長の理由、開校に向けた準備等について答弁。

16 木 内閣総理大臣 緊急事態宣言の対象が全都道府県に拡大

※本部会議・・・・・・新型コロナウイルス感染症対策本部会議（学校教育関係の協議があった回のみ記載）

【入学式・始業式・臨時休業の延長の変更の経過】
　〇４月６日（月）市教育委員会より通知（庄内での感染者の確認を受けて）
　　　　４月６日（月）までの臨時休業を４月１９日（日）まで延長
　　　　４月７日（火）中学校入学式、小中学校始業式→４月２０日（月）に延期
        ４月８日（水）小学校入学式→４月２１日（火）、２２日（水）に延期
　〇４月１０日（金）招集校長会で概要説明（市内中学生の感染者の確認受けて）
　　　　　　※保護者には１４日の通知まで連絡しない＝その後連絡せずに終わる。
　　　　４月１９日（月）までの臨時休業を５月６日（水）まで延長
　　　　４月２０日（火）中学校入学式、小中学校始業式→５月７日（木）に延期
        ４月２１日（火）、２２日（水）小学校入学式→５月８日（金）に延期
　　　　臨時休業中に一度登校日を設定
　〇４月１４日（火）市教育委員会より通知（県教育委員会通知を受けて）
　　　　５月６日（水）までの臨時休業を５月１０日（日）まで延長
　　　　５月７日（木）中学校入学式、小中学校始業
　　　　　　　→４月２０日（火）中学校入学式、小中学校始業式の戻す
　　　　５月８日（金）小学校入学式→４月２１日（火）、２２日（水）に戻す
　　　　週１回程度の登校日を設定



その他（各課等からの報告）【報告事項１－３】 

 

件 名 新型コロナウイルス感染症の対応について 

担当課  社会教育文化課 

【これまでの対応概要】 

〇２月２６日(水) 

・主催事業(黒森歌舞伎酒田公演、マリーンジュニア合唱団定期演奏会、山形交響楽

団クリニック、民俗芸能保存会ワークショップ、凧あげ大会)の中止を決定 

・所管施設の手指消毒液の設置、在庫状況を調査 

〇２月２７日(木) 

・中止主催事業関係者及び参加予定者に連絡 

・５０人以上規模のイベント主催者に開催の必要性検討要請(希望ホール、総合文化

センター、シアターOZ、公益研修センター) 

・３週間の期間内で前納あった使用料については、返金対応 

・中止に関する情報発信はホームページや施設での貼り紙などで徹底を指示 

〇２月２８日(金) 

・各施設に「新型コロナウイルス感染予防のための対応とお願い」を掲示 

〇３月３日(火) 

・山居倉庫調査委員会(３月２３日開催予定)の中止を決定し、各委員へ連絡 

〇３月８日(日) 

・希望ホールにて黒森歌舞伎酒田公演払い戻し対応(文化財係職員３名) 

〇４月７日(月) 

・子育て支援課長より、総合文化センター休館時における学童保育所の継続について

依頼 

〇４月８日(水) 

・所管施設を休館、各施設に「施設の休館について」掲示 

・社会教育、文化関係団体へ「新型コロナウイルス感染拡大防止のための施設休館に

ついて」通知 

・「感染症に係る課の対応について」を課内職員へ通知 

〇４月１０日(金) 

・ウィーン少年合唱団春ツアー中止決定により、チケット払い戻し対応 

・酒田市芸術文化協会と市民芸術祭について協議 

 



その他（各課等からの報告）【報告事項１－４】 

 

件 名 新型コロナウイルス感染症の対応について 

担 当 課 スポーツ振興課 

【これまでの対応の概要】 

 

別紙参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】 

庄内地区各市町のスポーツ少年団活動等の状況 

庄内教育事務所 社会教育課 

令和２年４月１６日（木）午後１時現在 

 スポーツ少年団活動 体育施設の利用 単位団への通知方法 

鶴岡市 
５月６日（水）まで 

活動中止。 

５月６日（水）まで 

利用停止。 

緊急のため代表指導者にメールで通

知。その後、文書を郵送。 

庄内町 
５月６日（水）まで 

活動中止。 

５月６日（水）まで 

利用停止。 

代表指導者に電話で通知。その後、代

表指導者と単位団理事に文書を郵送。 

三川町 
５月１０日（日）まで 

活動中止。 

５月１０日（日）まで 

利用停止。 

代表指導者に電話で通知。その後、文

書を郵送。 

酒田市 
５月１０日（日）まで 

活動中止。 

５月１０日（日）まで 

利用停止。 

代表指導者にメールで通知。本部員に

は文書を郵送。 

遊佐町 
５月１０日（日）まで 

活動中止。 

５月１０日（日）まで 

利用停止。 

代表指導者に文書を郵送。緊急の場合

は電話で通知。 

 

※ 裏面に３月から５月までの酒田市の活動状況あり。 

 

 

 



 

酒田市スポーツ少年団の活動状況 

 

 

 

 

※ 塗りつぶしの部分は活動中止 

１～７日は、『平日のみ

２時間』の条件付きで

活動可としたもの。 

 

８日以降、体育施設は

臨時休館。 

4/8 ～ 5/10 

１０日までの学校休業

（部活動も中止）に合

わせて活動を中止とし

ている。 

３日からの学校臨時休

業（部活動も中止）に

合わせて活動を中止と

している。 

 

 



新型コロナウイルス関連に対する各関係団体の対応状況 スポーツ振興課

施設係　業務

スポ少・総合型クラブ 体振・スポ推 イベント等（※その他実行委員会含む） 施設管理

3月2日(月)  16:09 
メールにて、3月末までの活動自粛、高校生以
下の体育施設利用自粛

3月6日(金)  10:51
メールにて、再度自粛の依頼及び、3月分の体
育施設使用許可申請キャンセルの依頼

3月16日(月)  16:31
メールにて、（県スポ少通知に基づき）3月31
日までの活動自粛を再度依頼

3月25日(水) 第65回山形県縦断駅伝競走大会　中止決定

3月27日(金)  11:17 

メールにて案内。4/1～活動再開、活動は1日2
時間以内で平日・週休日それぞれ1日以上休み
を確保

4月1日(水) ／
両会長・事務局協議の上、市民体育祭は中止の
方向で検討

4月2日(木)
HPにて「みなと酒田トライアスロンおしんレー
ス」中止決定

4月3日(金)  17:24

メールにて、活動は平日のみ活動頻度は週2～3
回程度で1日2時間以内。学校体育館利用時の注
意点について案内（消毒の徹底など）

市体協「ｳｪｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ」教室の実施可否につい
て検討依頼

4月6日(月) ／

・各施設あてに、4月8日から4月19日
まで臨時休館する旨をファクスで送信
（夕方）

4月7日(火)  17:04

メールにて、4/8～4/19までの活動休止依頼。 ・臨時休館に関する課長決裁
・市ホームページと、体育施設予約シ
ステムに休館を掲載
・4月19日まで休館する旨の張り紙を
各施設に掲示
・4月10日までの施設予約分につい
て、休館することを電話で個別連絡

4月8日(水) ／

郵送（スポ少正副本部長、常任委員、本部員、
専門部会長）にて4/8～4/19までの活動休止依
頼

体育振興会理事会において、市民体育祭は中
止。評議員会も中止で決定。地区運動会につい
ても中止の方向で申合せ済み

・体育施設の臨時休館開始、5月10日
まで
・4月10日までの施設予約分につい
て、休館することを電話で個別連絡

4月9日(木) ／

スポーツ推進委員会理事会において、市民体育
祭は中止。会の理事会、評議員会も中止で決
定。

・県高体連より、県内地区高校総体中止の決定
・市体協「ｳｪｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ」教室を5月以降に延
期。4/16広報へ掲載。

・体育協会、やわた観光、光ケ丘プー
ル、シルバー人材センターに、各施設
を5月10日まで臨時休館する旨を通知
（メール、ファクス）

4月10日(金) ／

・5月10日まで臨時休館する旨の張り
紙を各施設に掲示
・4月11日以降の施設予約について、
利用者にメールで休館を通知

4月15日(水)  14:04

・メールにて、5/10まで活動休止期間延長の依
頼
・郵送にて（スポ少正副本部長、常任委員、本
部員、専門部会長）、5/10まで活動休止期間延
長の依頼

4月16日(木) ／
市広報にて、5月の市体育大会、6月のおしん
レース、7月の市民体育祭の中止を掲載

日時等

日付 時間



その他（各課等からの報告）【報告事項１-５】 

 

件 名 新型コロナウイルス感染症への対応について 

担 当 課 図書館 

【報告の概要】 

 

 ３月４日（水）～ イベントの中止 

・赤ちゃんの読み聞かせ教室（3/4）、土曜おはなし会（3/7、3/21） 

※当分の間、イベントは中止とする。(2/27決定) 

 

３月１１日（水）～ サービスの一部休止 

館内での利用者による密集を防ぐため、以下の措置を実施(3/9決定) 

・学習室の利用休止（中央図書館６０席、ひらた図書センター２４席） 

・参考図書室（中央図書館３階）の閲覧席を８席から４席へ縮小 

・長時間滞在の自粛を促すお知らせの館内掲示 

 

４月２日（木）～４月１５日（水） 臨時休館 

県内での感染者発生に伴い、次の業務を除き、中央図書館（児童図書室を含む）、八

幡分館、松山分館、ひらた図書センター、光丘文庫を休館（3/31決定） 

・４月１日までに連絡した予約本の受け渡し(4/2～7) 

・図書館ホームページでの予約 

・貸し出した本の返却 

・レファレンスサービス 

 

４月１６日（木）～５月１０日（日） 臨時休館の延長 

   他の公共施設（総合文化センターを含む）の休館期間に合わせるかたちで、全館の

休館期間を延長(4/8決定) 

 



市議会 令和２年３月定例会

教育委員会関係質問状況

酒田市教育委員会

令和２年４月１７日報告事項 2



番号 議員氏名 通　告　内　容 担当課

令和元年度分

１　議第１号令和元年度酒田市一般会計補正予算（第１０号）について

（１）補正段階での増税の影響も含めた地域経済の動向について

（２）プレミアム付商品券事業について

　　①非課税世帯の交付が４８．３％にとどまった要因は何か

　　②商品券を活用しての実際の買い物行動の分析は

２　議第７号酒田市情報公開条例の一部改正について

（１）「権利の濫用」請求の拒否規定の新設について

（２）第２４条（会議の公開）の規定について

３　議第１１号酒田市福祉乗合自動車運行条例等の一部改正について

市議会　令和２年３月定例会　【代表質疑】　割振り一覧

市原　栄子

議員
１



番号 議員氏名 通　告　内　容 担当課

市議会　令和２年３月定例会　【代表質疑】　割振り一覧

令和２年度分

１　令和２年度市長施政方針と予算編成について 1-（2）

（１）市長２期目における施政方針と一般会計予算の特徴と考え方 社会教育文化課

（２）未来を担う人材について

（３）地域産業の強化と経済の活性化について

（４）移住定住・交流人口の拡大に伴う都市機能の強化について

（５）生きがいを創り暮らしやすい街づくりについて

（６）地域連携による安全・安心の街づくりについて　

（７）魅力と賑わいを創出する拠点づくりについて

１　令和２年度市長市政方針及び一般会計予算について 1-（2）-②

（１）令和元年度までの成果、評価と新年度予算編成の考え方　 学校教育課

（２）未来を担う人材が豊富な酒田について

　　①大学とともにつくる「ひと」と「まち」

　　②公益の心を持ち明日をひらく子どもたちを育むまち

（３）暮らしと生きがいを共に創り、お互いが支え合う酒田について

　　①結婚・妊娠・出産・子育ての希望がかなうまち　

　　②健康でいつまでも活躍できるまち　　

（４）行財政運営の方針について

　　①効率的な行財政運営による市民サービスの維持・向上

　　②持続可能な財政基盤の確立

１　令和２年度市長施政方針と関連して議第１９号　令和２年度酒田市一般

　　会計予算について

（１） ２年目のマイナスシ－リングと枠配分による市民への影響について

　　①全体の影響について

　　②障がい者ほっとふくしサービスと障がい児ほっとふくしサービス事業は枠配分に

　　　おけるスクラップアンドビルドによる福祉の後退ではないか

（２）防災減災対策について

　　①国の対策事業の活用は

（３）子育て支援の施策について

　　・子どもの貧困問題と経済的支援策について

２　議第２７号　令和２年度酒田市下水道事業会計予算について

（１）純利益計上の要因について

３　議第３１号　酒田市消防団に関する条例の一部改正について

（１）消防団の定数に対しての法的根拠について　

（２）広域的な大規模災害が起こった場合の対応は　

齋藤　美昭

議員
２

進藤　晃

議員
１

市原　栄子

議員
３



番号 議員氏名 通　告　内　容 担当課

市議会　令和２年３月定例会　【代表質疑】　割振り一覧

１　令和２年度　市長施政方針並びに一般会計予算について 1-（2）

（１）人口減少対策について 学校教育課

（２）未来を担う人材が豊富な酒田について

（３）地域経済が活性化し、「働きたい」がかなう酒田について

（４）ファンが多く、移住者・定住者・観光客が増加する酒田について

（５）地域のつながりと安全・安心にあふれた暮らしやすい酒田について

（６）都市機能が強化され、賑わう酒田について

１　令和２年度市長施政方針について ２-（2）-①

（１）人口減少・少子化対策について スポーツ振興課

　　①これまでの対策の効果を総合的にどう捉えているか

　　②人口減対策の基本的な考え方について

　　③各種施策を展開する覚悟について

（２）社会基盤整備について

　　①みちのくウエストライン整備促進への施策について

　　②高速交通ネットワーク構築に向けた関係機関との連携強化について

（３）行財政運営について

　　①酒田市が目指す健全財政とは　　　

　　②行財政運営の効率化について　　　

２　議第１９号令和２年度一般会計予算について

（１）新年度予算の特徴点・目玉施策は

　　①予算編成の基本的な考え方に基づく廃止・新規事業について　

　　②広域的に取り組むべき事業について

（２）オリンピック・パラリンピック関連事業について

　　①聖火リレー開催事業について

　　②ホストタウンとしての対応について

本多　茂

議員
４

関井 美喜男

議員
５



番号 議員氏名 通　告　内　容 担当課

１　暮しと生きがいを共に創り、お互いが支え合う酒田

（１）誰もがいきいきと暮らしやすいまち

２　地域経済が活性化し、「働きたい」がかなう酒田

（１） 「港」の物流機能により産業競争力が高いまち

（２）地元でいきいきと働くことができるまち

　　①ＵＩＪターン就職の促進について

　　②女性が働きやすいまち

３　都市機能が強化され、賑わう酒田

（１）将来にわたり快適に利用できる生活インフラが整備されているまち

（２）水道事業について
 
１　ジェンダー平等の実現と子育てしやすい環境づくりについて

（１）市職員の現状について

　　①　育児休業・休暇の取得状況について

　　②　職場環境として育児休業・休暇が取れる状況か

（２）公共施設の環境整備について　

　　①　授乳、おむつ交換などができる場所の確保について

（３）子育てができる人づくりと相談体制の充実について

（４）全世代を対象にしたニーズ調査と育児に対する意識調査を

２　エネルギー問題について

（１）公共施設の再生可能エネルギーの活用について

　　①本市の再生可能エネルギーを活用した公共施設の状況は

　　②既存施設、これから整備する施設への太陽光発電パネルの整備などの考

　　　えは

（２） これからの酒田市の考え方について

　　① し尿や生ごみ等によるバイオマス発電の考え方は

　　② 小水力発電など地域単位での整備について　

１　窓口等での市民への対応状況について

（１）対応へのクレーム等の実態の把握は

（２）電話応対や接客の研修状況は

（３）市民へのサービス業としてのさらなる自覚を

２　「市民参加があふれるまち」の実現について

（１）「まちづくり協働指針」の想定している内容は

（２）「相互提案型協働事業」の具体的な内容は

（３）地域等の特色を持った事業を提案しやすい環境整備を

（４）真の市民提案事業への市民参加の実現を
 
１　「学校における働き方改革」を進める取組み 学校教育課

（１）教育職員の勤務時間の上限に関する指針

（２）客観的な勤務時間の管理

（３）保護者・地域住民への周知

２　改正教職員給与特別措置法による１年単位の変形労働時間制導入の

　　方向性

（１）１年単位の変形労働時間制導入の方向性

（２）長期休業中の「まとめ取り」しやすい条件整備

（３）保護者・地域住民への周知

市議会　令和２年３月定例会　【一般質問】　割振り一覧

2

市原　栄子

議員

（一括方式）

1

武田　恵子

議員

（一括方式）

4

佐藤　弘

議員

（一括方式）

3

後藤　泉

議員

（一問一答方式）



番号 議員氏名 通　告　内　容 担当課

市議会　令和２年３月定例会　【一般質問】　割振り一覧

１　最上川の水害対策について

（１）気候変動の現状と認識　

（２）最上川の状況と対策

（３）酒田市としての取り組み

２　民間事業者と共存する公共施設のあり方について

（１）健康プラザ　　

（２）ゆりんこ・アイアイひらた・さんさん

（３）旧割烹小幡　

１　ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）について　

（１）本市におけるＳＤＧｓへの考えは

（２）ＳＤＧｓに対する本市の取り組みは

（３）ＳＤＧｓの周知と理解について

２　ひきこもり支援について　　　

（１）本市の課題をどう認識しているか

（２）相談窓口の設置を

３　本市の危機管理について　

（１） 山形県沖地震について

（２）庁舎における取り組み

　　①職員の防災・減災意識の向上について

　　②庁舎の防災・減災整備の推進

（３）複合災害における対応について
 
１　観光施設としての海水浴場について

（１）海水浴場の現状

　　①利用客数

　　②整備状況

　　③管理運営状況

（２）今後の整備計画

（３）今後の管理運営

（４）利用促進について

２　広告事業による財源の確保について

（１）現状

　　①広告数

　　②広告の種類

（２）今後の計画
 
１　移住者・定住者の取り組みについて

（１）「田舎暮らしの本」の販売後の反響は

（２）移住相談会での状況　　

（３）吉祥寺テラスの状況　

（４）お試し住宅の状況

（５）お試し住宅の増設への考え方　

（６）空き家等ネットワーク協議会との連携

（７）セカンド・ハウスとして呼び込む施策

（８）ＣＣＲＣの進捗は　　

２　高齢者等へのゴミ出し支援について　　

（１）軽度生活援助事業の現状

（２）ごみ収集業者との連携　
 

7

佐藤　喜紀

議員

（一括方式）

8

齋藤　直

議員

（一括方式）

江口　暢子

議員

（一括方式）

6

5

後藤　仁

議員

（一括方式）



番号 議員氏名 通　告　内　容 担当課

市議会　令和２年３月定例会　【一般質問】　割振り一覧

１　酒田市の少子化対策について

（１）出生数減少への取り組み

（２）結婚に対する世代間ギャップについて　

（３）今後の取組みについて ２-（2）-②

２　若者の酒田市への定住・移住促進について 学校教育課

（１）酒田市定住・移住の進捗状況

（２）今後の取組について

　　①回帰しやすい環境づくり

　　②郷土愛を育むキャリア教育の強化

１　感染症発生に伴う本市の対応について

（１） 発生した場合の本市の収容体制は

（２） 医療機関との連携について　

（３）日常的な市民への発生・防止活動の必要性 １-（3）-②

　　①コミセン単位としての活動　　 学校教育課

　　②学校教育分野での取り組み

　　③企業分野への啓発　　

１　本市の農業について

（１）　農地中間管理機構（農地バンク）と人・農地問題解決加速化支援

　　　　　事業（人・農地プラン）について

（２）集落営農組織と家族農業　

（３）新規就農、新規参入

（４）農地付き空き家について　

（５）今後の方向性　　

１　新型コロナウイルスの関連について

（１）産業界への影響について

（２）中小企業への支援策について

（３）臨時休校による保護者への支援等について

２　債権一元化について

（１）債権回収の現状について

（２）債権一元化の効果と課題について

（３）債権一元化の条例化について

３　防災教育について　 ３-学校教育課

（１）本市の現状について

（２）新学習指導要領による防災教育について

12

佐藤　猛

議員

（一括方式）

池田　博夫

議員

（一括方式）

10

松本　国博

議員

（一括方式）

9

安藤　浩夫

議員

（一括方式）

11



番号 議員氏名 通　告　内　容 担当課

市議会　令和２年３月定例会　【一般質問】　割振り一覧

１　地方創生施策の今後の展開について

（１）ふるさと納税の今後の展開　

　　①ふるさと納税の現状と今後の動向

　　②納税後のユーザー管理の状況

　　③ＬＣＣを活用した体験ツアーの検討

（２）交流人口の拡大と経済効果

　　①観光入込数の直近の動向と経済波及効果　　

　　②遊休農地活用策としてのオーナー制の検討　

（３）テレワークの誘致策　

　　①テレワーク人材の確保

　　②関連企業との連携と展開方策

２　指定緊急避難場所の確保と防災センター構想

（１）指定緊急避難場所の動向

　　①かんぽの宿酒田の営業終了後の指定避難場所

　　②防災センター構想の今後の取り扱い

１　若者が定着するまちづくり　 １－（２）

（１）本市高校生の県内定着率低下の分析　　 学校教育課

（２）酒田ＹＥＧの提言　

（３）こども医療費助成制度を１８歳まで拡充　

（４）移住支援事業　

（５）日本一女性が働きやすいまち　

２　児童遊戯施設　　

（１）屋内型児童遊戯施設　

　　①市民ワークショップ

（２）屋外型児童遊戯施設

　　①冒険遊び場の設置　

　　②光ケ丘アスレチック場の再整備　
 
１　「いかのまち酒田」における漁業振興について

（１）イカ釣り漁業の漁獲量減少に対する影響について

（２）中型イカ釣り船への対応について

（３）「いかのまち酒田」を目指す取り組みについて

２　ＳＤＧｓの取り組みについて　　

（１）本市におけるＳＤＧｓの取り組みについて

（２）第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」におけるＳＤＧｓの位置づけ

（３）広報・啓発活動について

１　東北公益文科大学の公立化について

（１）なぜ今公立化なのか

（２）公立化で目指す大学の姿はどうなのか

（３）酒田市の財政に与える影響はどうなのか

２　酒田市中小企業共済会について

（１）設立時の目標と現在の状況について

（２）今後の目指す姿について

３　新型コロナウィルスが与える本市経済への影響

（１）現状で想定される本市経済への影響

（２）中小事業者への緊急支援策について

13

15

進藤　晃

議員

（一括方式）

冨樫　覚

議員

（一問一答方式）

14

田中　斉

議員

（一括方式）

16

阿部　秀徳

議員

（一括方式）



番号 議員氏名 通　告　内　容 担当課

市議会　令和２年３月定例会　【一般質問】　割振り一覧

１　会計年度任用職員制度について

（１）令和２年度の登録状況について

（２）令和元年度の「非常勤職員」との相違について

（３）会計年度任用職員予定者への対応について

（４）正規職員への対応について

（５）今後の課題について

17

齋藤　美昭

議員

（一問一答方式）



酒田市教育委員会 

その他（各課等からの報告）【報告事項３】 

 

件 名 山居倉庫文化財調査事業及び史跡旧鐙屋修復事業の進捗について 

担 当 課 社会教育文化課（電話２４－２９９４）  

【報告の概要】 

○山居倉庫文化財調査事業 

１．事業の概要 

有識者の調査委員会を設置し、委員会の意見を基に山居倉庫の本質的価値を明らか

にし、国の史跡指定に向けた意見具申するための資料を作成する。 

 

２．調査委員会の概要 

（１）設立目的／山居倉庫の史跡としての本質的価値を明らかにするために行われる

学術的な調査研究を行うため。 

（２）委員構成／委員１１名（委員長 田中哲雄 日本城郭研究センター名誉館長） 

          オブザーバー２名（文化庁主任文化財調査官ほか） 

 

３．山居倉庫文化財調査事業の進捗状況 

平成３０年度 

１１月２９日    第１回調査委員会 調査委員会の設立、調査への指導 

令和元年度(平成３１年度) 

６月２６日    第２回調査委員会 報告書の目次と執筆者案の提案、資料 

収集の方針、発掘等調査の確認 

     ８月２２～２４日 山居倉庫建物調査 

９月 ９日    第３回調査委員会 報告書の目次と執筆者案、 

発掘等調査地域の決定 

    １１月２８～２９日 山居倉庫建物調査 

     １月２２～２５日 各委員との報告書執筆状況の打ち合わせ 

     ３月２５～２７日 山居倉庫建物調査、写真撮影 

    ※通年で各種測量資料の作成や調査資料の収集を行った 

 

４．今後のスケジュール  

令和２年度 

４～５月      文化庁への具申書作成 

５月２７日(予定)  第４回調査委員会 文化庁への具申書について 

６月        文化庁への具申書提出 

 

 

 

 

 

 



酒田市教育委員会 

 

○史跡旧鐙屋修復事業 

１． 事業の概要 

国指定史跡「旧鐙屋」は、修理工事が終了した平成１０年３月から２０年近く経過

したことから老朽化してきており、特に屋根は雨漏り個所もあることから、国や県の

支援を受けながら、屋根の大規模修繕及び耐震補強工事等を行う。 

 

２． 史跡旧鐙屋修復事業の進捗状況 

平成２７年度  事前調査 

平成２８年度  耐震診断（図面作成・構造調査・耐震解析） 

平成２９年度  耐震診断（補強案の作成）・屋根葺替、部分修理工事実施計画 

        土壁調査（設計監理業務）・土壁調査（解体・復旧工事） 

平成３０年度   耐震補強等実施設計、発掘調査 

令和元年度(平成３１年度) 

設備等設計、耐震補強・屋根等修理の積算、発掘調査 

 

３． 今後のスケジュール 

   令和２年度から令和６年度(予定) 

           耐震補強工事、屋根葺替工事、電気・機械設備工事等 

 



酒田市教育委員会 

その他（各課等からの報告）【報告事項４】 

 

件 名 公益財団法人土門拳記念館と公益財団法人酒田市美術館の財団統合について 

担 当 課 社会教育文化課（電話２４－２９８２） 

【報告の概要】 

 

１ 両財団の現状及び統合財団の設立検討に至った経緯 

酒田市写真展示館（土門拳記念館）は昭和５８年の開館から３７年、酒田市美術館は平

成９年の開館から２３年目を迎えるが、現在は両館とも入館者数が右肩下がりの減少傾向

が続いており、展示事業費も収入の減少と連動して縮小傾向にあり、特別展の内容も縮小

せざるを得ない状況である。また、両館とも、開館当初から勤務する職員の退職期が近づ

き、ノウハウの継承や将来に向けての人材育成を図る上で転換期を迎えていることから、

経営の安定化、組織力の強化が喫緊の課題となっている。酒田市においても厳しい財政状

況により指定管理料の増額、特別展等へのてこ入れが困難であることから、両財団と市の

三者で協議を重ねた結果、収入・入館者の減少傾向に歯止めをかけ、経営を改善するため

に、両財団を統合し、新財団を設立することに至ったものである。 

 

２ 財団統合によるメリット 

（１）酒田市は平成２９年度に酒田市文化芸術基本条例を制定し、酒田市文化芸術推進計

画を策定したが、「社会包摂と育成」の方針により、財団の事業に計画的かつ戦略的に、

教育プログラム・交流プログラムを企画することで、文化庁等の公的助成制度の活用

が可能となり、新たな財源確保につなげることができる。 

（２）条例及び計画に基づき、文化芸術を行う環境の整備を図るとともに、財団の利点を

生かし、市の直営では困難な、長期的視野に立った文化芸術に携わる人材の育成を図

ることができる。 

（３）財団統合で経営を一本化し、資本及び経営体力の増強を図りつつ、委託業務などス

ケールメリットを生かしコスト縮減が期待できる。 

（４）両館の学芸員の持つノウハウを共有し、さらに複合的に発展させてクオリティの高

い展覧会やワークショップ・アウトリーチを企画し実施するとともに、内外の美術館

等とのネットワークを構築、強化し、情報共有と知名度アップを図ることができる。 

  

３ 統合スケジュール 

現在の両財団は令和３年３月３１日をもってそれぞれ廃止。令和３年４月１日付で統合

財団が発足する予定である。 

 



酒田市教育委員会 

その他（各課等からの報告）【報告事項５】 

 

件 名 駅前公共施設の名称について 

担 当 課 図書館 ミライニ開設準備室（電話２１－８３５１） 

【報告の概要】 

 

〇 駅前公共施設の正式名称の一部修正について（現条例から新条例への変更案） 

  去る３月２４日に報告いたしました駅前公共施設の正式名称について、条例改正に向け

た総務部協議を経た結果、以下のとおり一部修正し、関係施設の名称と併せて市議会６月

定例会に条例改正案を提出する予定です。 

 

＜現在＞ 

 （仮称）酒田市コミュニケーションポート 

 

＜3/24報告時＞ 

  酒田市駅前交流拠点ミライニ 

 

＜修正案＞ 

  酒田市酒田駅前交流拠点施設ミライニ 

 

 

 

参考 【ロゴコンセプト】 

 ミライニに人が集まり、交流し、対話をしながら学び、未来で活躍していく。そんなイメージを「本」「船」「芽ぶ

き」「鳥」「灯台」の５つのモチーフを使用し、一体化させたシンボル。 

１「芽」 成長していく場所であること 

２「本」 様々な学びの場であること・知識の象徴 

３「灯台」 場を明るく照らし、温かく見守るように 

４「船」 未来に勢いよく進んでいくように 

５「鳥」 大空を美しく飛躍するような躍動感 

  集中線が下に向いているのは、元気に飛び立った鳥が「集まる」「酒田へ帰る」意味を持つため。 

ミライニが訪れる人にとって心地よく 光輝くための始まりの場所となるように。 



酒田市教育委員会 

その他（各課等からの報告）【報告事項６】 

 

件 名 図書の贈呈について 

担 当 課 学校教育課（電話２６－５７７６） 

【報告の概要】 

１ 酒田「小さな親切」の会からの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の趣旨で、下記により市内小中学校及び市立図書館に図書を寄贈

いただき、各小中学校及び市立図書館へ配布しております。 

  市内小中学校への図書の寄贈は、同会設立当時からの恒例の活動となっています。 

 

２ 贈呈式 

 ○日 時  ／ 令和２年３月２５日（水）午前１０時３０分～ 

 ○場 所  ／ 前田製管株式会社 

 ○寄贈者  ／ 酒田「小さな親切」の会 会長 前田 直己 氏 

 ○寄贈物件 ／ 図書「しんせつ トレイン」（小さな親切作文集） ６８冊 

〃 「創作絵本 アマハゲ物語」         ３４冊 

 

  冊 

  

 



酒田市教育委員会 

その他（各課等からの報告）【報告事項７】 

 

件 名 酒田市文化芸術推進プロジェクト会議主催事業パンフレットの配布につ

いて 

担 当 課 社会教育文化課（電話２４－２９８２） 

【報告の概要】 

 

  酒田市文化芸術基本条例及び酒田市文化芸術推進計画に基づき、昨年度より事業を実

施している酒田市文化芸術推進プロジェクト会議が実施予定の令和 2 年度事業につい

て、年間パンフレットを制作し、下記のとおり配布します。 

 

１ 内  容 別紙「酒田市文化芸術推進事業のご案内」 

（令和 2年度年間パンフレット） 

 

２ 配 布 先 全戸配布 

 

３ 配布方法 酒田市広報 4月 16日号に折り込み 

 


