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令和３年度使用酒田市立小中学校の教科用図書採択について  

 

令和３年度使用酒田市立小中学校の教科用図書を別紙のとおり採択する。  
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（提案理由） 

 令和３年度に使用する酒田市立小中学校の教科用図書を決定するため、教育

委員会の議決を求めるものである。 























































酒田市教育委員会 

その他（各課等からの報告）【報告事項１】 

 

件 名 山居倉庫の国史跡指定へ向けた文化庁への意見具申書の提出について 

担 当 課 社会教育文化課（電話２４－２９９４） 

【報告の概要】 

 

１.国史跡指定に向けた手続き 

  山居倉庫の国史跡指定に向けて、今年度の国の文化審議会へ諮問いただくよう

に文化庁へ意見具申書を提出するものです。 

 

２.意見具申書の内容 

①指定等の対象の現状 

山居倉庫は、市街地の南東を流れる新井田川の対岸、旧鵜渡川原村山居町（現

山居町一丁目）に明治 26（1894）年に建設された。ここから新井田川を下ると最

上川河口に合流し、港に直結する利便性が高い地点で、当時、米の大量輸送手段

を海上輸送に拠っていたことからこの地が選ばれた。 

現在、大正５年までに建設された 14棟のうち 12棟が残っており、現役の米穀

保管倉庫として使用されている。この他にも、事務所棟、東宮殿下行啓研究室、

板倉、三居稲荷神社が現存している。また、倉庫の西側には日射や季節風を避け

るためにケヤキが植えられている。 

 

②現在までの調査結果と文化財の価値 

  山居倉庫は、明治 26 年に酒田米穀取引所付属山居倉庫として、最上川と新井

田川に挟まれた中州であったところに、当時の土木技術を用いて約 3.6m の盛土

工事を実施し、周囲を石垣で固めた場所に建設された。 

山居倉庫の入庫米に対して発行された倉荷証券は、明治期に全国各地で発行さ

れた米券の中でも有名であり、日本銀行の指定倉庫になるほどの信用を高めてい

た。この信用を担保していたのは、江戸時代以来の米穀保管倉庫の伝統を受け継

ぐ建築構造と、米穀保管に適した燻蒸方法開発による品質の維持、そして厳重な

品位等級、俵量の統一、俵装の堅牢化、保管方法などの改善であった。 

現在、大正 5年までに建設された 14棟のうち 12棟が残っており、現役の米穀

保管倉庫として使用されている。また、倉庫戸前には入庫検査に使われた幅２間

の庇が倉庫間を連結し、米の上げ下ろしに使われた河戸(船着場)跡、その他事務

所棟、研究室等が現存しており、建設当初の面影そのままの雰囲気を留めている。 

米が自由取引されていた米券倉庫時代から食糧管理制度下の時代を経て、建築

後 120年以上現役の米穀保管倉庫として、同じ場所で使用され続けている山居倉

庫は、酒田・庄内の米作りの象徴であり、我が国における米穀流通の歴史を今に

伝える、重要かつ貴重な存在であり、国指定史跡として保護することが必要と考

えられる。 

 

 



酒田市教育委員会 

 

 ③保存の経緯 

酒田市は、山居倉庫を後世までに保存していくために国史跡指定を目指す方針

を示し、市教育委員会を事務局とし、有識者からなる山居倉庫調査委員会を平成

30 年 11 月に設置し、文化庁と山形県教育委員会の指導・助言を得ながら、総合

的な学術調査を実施し、令和２年度に調査報告書としてまとめた。 

上記の調査結果を鑑み、山居倉庫を特徴づける倉庫群、事務所棟、三居稲荷神

社、ケヤキ並木、史跡範囲の護岸や石垣を含めた範囲を国指定史跡の範囲として

具申するものである。 

◆指定等の対象地域の位置を示す地形図◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



その他（各課等からの報告）【報告事項２】 

 

件 名 第１回子どもの命を守る安全教育推進会議について 

担 当 課 学校教育課（電話２６－５７７５） 

【報告の概要】 

※ 第１回子どもの命を守る安全教育推進会議について報告するものです。 

 

報告・説明 

（１）令和元年度事業の成果と課題について 

 ①「安全教育推進会議」「防災アドバイザー派遣」「防災教育研修会」「救命救急講習会」の実施 

 ②「防災マニュアル」について PDCAサイクルが進んでいる。今後も検証を進めたい。 

 ③「防災教育」について各校で実践が広がっている。今後も地域との連携を進めたい。 

 ④「心肺蘇生教育」について、児童生徒への講話など、実践を広げていく必要がある。 

（２）令和２年度事業の内容と提案について 

 ①「防災マニュアルの改善」について、授業や避難訓練と結びつけ、児童生徒の理解を深めたい。 

 ②「防災教育の推進」について、「学習内容を集約した防災教育のハンドブック」の作成と「マイ

タイムラインの活用」を進めたい。 

 ③「感染症対策」について、これまでの避難所対応を再検討し、改善を図りたい。 

（３）危機管理課から 

 ①避難所等における感染症対策について 

  ・感染症対策としての備品や資材（消毒液、体温計、簡易ベッド）等を整備している。 

  ・受け入れ対応や動線管理、要配慮者対応など、学校と訓練を実施しながら改善していきたい。 

・全小中学校での確認協議は終えている。今後自主防災協議会等との確認や訓練を行う。 

 ②酒田市総合防災訓練について 

・今年度の実施は中止（感染症対策が難しいため）来年度の開催に向けて学校と協議を行う。 

 

協 議  

（１）防災マニュアルの改善点の検証について 

○ 事務局提案 

①マニュアルの見直しを受けて、風水害に係る避難訓練の計画・実施と検証 

②学校の防災訓練から地域とつながる防災訓練へ 

○ 提案に対する主な意見 

・昨年度、地震後に地域住民の方が学校の防災扉を蹴破って自主的に避難していた。防災マニ

ュアルは地域の方々と協議して共有が図られている。一方で教員の間でマニュアルの共有が

不十分であり、意識の向上が必要である。 

・学校の周りは低地であり、住民の避難意識は高い。実際の避難でも地域住民主導で進めるこ

とができた。昨年度の地震の時には、住民たちで車いすの人を４階まで上げたり、室内アン

テナを使った情報収集など実践的に動きを確認したりすることができた。地域との共有が重

要であると感じた。 

・昨年度の地震は震度５弱。基準としては震度５強から自動的に避難所連絡員が対応すること

になっていることや、若い職員が多かったため、対応の遅れが見られたと考えられる。その

反省を生かし、研修を繰り返して連絡員の意識を高めていきたい。 

・風水害の避難について、長崎での事例ではマンホールなど道路状況が分からない危険性から、

子ども達を学校に留め置いた。山形県でも高校生が自転車で側溝に落ちた事例もあった。 

避難所開設では役割分担がわかるビブス等あるとわかりやすく、混乱なく対応できる。 



・学校防災マニュアルの現状の課題として、学校間（担当者）の差が大きい。作りやすく配慮

したハンドブックが悪い意味でマニュアル化させている。担当者の知識に関わらず、「自分の

地域を知る」ことに意識を向けることが大事だと感じた。 

・一昨年の大雨と昨年の地震が大きな教訓になっている。避難所の鍵は地域の人が開けるのが

ベスト。それを前提として地域との協議を進めるべき。（先生や市の職員が開けるのは実際に

は無理） 

・地域・学校・市（教育委員会も）で、「どの教室（スペース）まで使用してよいか」など鍵の

管理や役割分担も含めて、平時のうちに協議を進めてほしい。 

・鍵は地域にも保管している。浸水域の学校については蹴破って入れるところを設定している。

今後、浸水域でない学校については検討していく必要がある。対応について地域の方と共有

したい。 

・今後も防災マニュアルの改善は地域との連携とあわせて進めて行く必要がある。 

 

（２）防災教育の推進 ～カリキュラムマネジメントによる学習内容の集約～ 

○ 事務局提案 

①カリキュラムマネジメントによる防災教育の集約→防災教育ハンドブックの作成 

②マイタイムラインの活用 

○ 提案に対する主な意見 

・松原小学校での実践（全校朝会での防災タイム）を各校で共有し、実践を広げている。 

・東日本大震災の後、教科書に防災の内容が増えている。今回の教科書改訂でも同じ傾向。ぜ

ひカリキュラムマネジメントの視点で、年間計画の防災教育をつなぐハンドブックの作成を

進めてほしい。特別なことをやらなくても、通常の教育をつなげ、意識するだけで大きな効

果が期待できる。 

・様々な教科でやっていることを共有することは重要と感じている。四中でも防災週間として

すべてのクラスで防災を学ぶシステムを作っている。 

・タイムラインについて。自分の置かれている状況について、一度頭に描くだけでも効果があ

る。段階に応じた対応の確認など、自分ごととして考えるきっかけにしたい。港南の地域で

国土交通省と一緒に作成する機会（大人を対象として）を設定しているが、学校でも有効で

あると思う。 

・タイムライン作成の港南の地域の場に子どもも一緒に参加すると、家庭へも広がり、高い効

果が期待される。情報があれば提供してほしい。 

・海抜表示については、自治会の要請に応じて設置している。要望があれば予算に応じて設置

したい。 

 

（３）時事の課題 新型コロナウイルス感染症の発生・感染拡大から学ぶ 

○ 事務局提案 

①新型コロナウイルス感染症対応について情報交換→避難所開設時のよりよい対策の共有 

○ 提案に対する主な意見 

・新しい生活様式が求められる中で、熱中症の危険についてクローズアップされている。

７月１日付で全戸配布するチラシの中にマスクのリスクについても触れ、市民に啓発し

ていきたい。 

・流行が一定程度おさまっているが、次の流行に備えて準備が必要。他の感染症との流行

が重なったときの対応が懸念される。 

・学校を含め、家庭で話題にしてもらえることはありがたい。広報や HP でも啓発してい

るが、子ども達を通して家庭に伝えていくことがダイレクトでよい。一般的な感染症予

防等、子ども達を通した啓発について教育委員会と連携して進めて行きたい。 



・マスクについては確かに常時着用する必要があるが、集中力が落ちてしまう。今は声を

出さないから自主的に外すのは小学生には難しい。先生の指示により意識的に外す時間

も設けているが、悩ましい所である。教室や体育館の広さにもよるが距離を保つことも

難しい課題である。 

・具合が悪い（熱がある）人との動線を分けての対応が必要。一度訓練してみないと分か

らない。 

・クラスターが発生した北九州と酒田市での対応は同じであったため対応の改善が必要と

なった。熱が高い子にはダブルチェック（時間をおいて再度検温）してから教室に入れ

るなどして対応している学校が多い。 

・非接触型の体温計が品不足で確保の目途が立たない。市では海外の製品で代用している。 

   

＜指導・助言より＞ 

・防災教育は大切なのでカリキュラムマネジメントの視点を含めたハンドブックの作成を

進めてほしいし、ぜひ協力していきたい。 

・仙台市ではすでに防災主任が設置されている。情報の入手も可能。 

・タイムラインについて、実際にやったところからは「大変だ」と聞いている。大雨の災

害については場所（地形）や雨の降り方の場面設定が多く、かなり局所的。まともに考

えると専門家がいないと無理。行政レベルでは有効だが、一般市民や生徒レベルではど

の程度有効になるか難しい面がある。 

  ・タイムラインについては、中学生でも内容を理解するのは厳しく、社会人にとってもハ

ードルが高いのが第一印象である。 

・グーグルアースが活用しやすい。海抜がすぐにわかる。（国土地理院を基にしている）学

校の先生方も様々な所で活用できる。他には酒田市のハザードマップ、河川国道事務所

のライブカメラなどがある。すでに多くの情報が誰でも見られる状況にあるが、学校の

先生方がこれを組み立てるのはハードルが高いので、アドバイザーとして紹介をしてい

きたい。校外学習などで事前学習し、ルートにその場所（両羽大橋など）を組み込むな

ど現地に行って見ることで理解がちがってくる。 
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その他（各課等からの報告）【報告事項３】 

 

件 名 令和２年度白崎資金医学振興奨励金贈呈式について 

担 当 課 学校教育課（電話２６－５７７６） 

【報告の概要】 

１ 白崎資金医学振興奨励金について 

  ７月１４日（火）午後２時より旧白崎医院にて、令和２年度の白崎資金医学振興奨励

金の目録の贈呈式を行った。 

  この医学振興奨励金は、故白崎重弥氏から寄附された土地の賃借料もって白崎資金を 

 設置し、国立大学法人立大学医学部、公立大学医学部並びに地方公共団体が共同で出資

して設立された大学医学部に入学される方に、一時金を贈り勉学を奨励することを目的

としている。 

  これまでの贈呈者は、制度を創設した昭和５５年度以降１３２名（Ｒ元 現在）にのぼ

り、今年度は１名の該当者に贈られる。 

 

 

 

 



その他（各課等からの報告）【報告事項４】 

 

件 名 物品の取得について（スクールバス） 

担 当 課 学校教育課（電話２６－５７７６） 

【報告の概要】 

現在、東部中学校松山地区の遠距離通学対策として借上バスを運行しているが、令和

３年度より経費の安価な市所有バスによる運行に移行するため、下記のとおりマイクロ

バスを新規購入するもの。 

 

記 

 

１ 取得の目的   スクールバス 

２ 取 得 物 品   マイクロバス  １台 

３ 取得の方法   条件付き一般競争入札による取得 

４ 取得の金額   ８５８万７，７６０円（内消費税７７万７，０００円） 

５ 取得の相手方  酒田市北浜町２番８９号 

          株式会社庄交コーポレーション 

          酒田地区総括部長 阿部紀久 

６ 新 規 車 輌   車種名   三菱 

型式    ２ＲＧ－ＢＥ７４０ＧＡＡ 

乗車定員  ２８名（運転手を除く） 

主要装備  車線逸脱警報装置、衝突被害軽減ブレーキ、 

車両安定性制御装置 他 

          オプション 車載カメラ、ドライブレコーダー 

納入期限  令和３年３月３１日 

 



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 新型コロナウイルス感染拡大防止を踏まえた社会教育文化課の主な所管

事業の対応方針について 

担 当 課 社会教育文化課（電話２４－２９９５） 

【報告の概要】 

１ 基本的対応方針 

「新型コロナウイルス感染症に対する酒田市の対応方針（令和２年６月19日以降版）」

を遵守し、開催する場合は感染拡大防止対策を徹底したうえで行う。 

 

２ 主な事業の対応方針 

〇宝くじ文化公演 ウィーン少年合唱団コンサート 

開催予定年月日 対応方針（理由、経過等） 

(当初)令和２年６月８日（月） 

(変更)令和２年９月２３日（水） 

中止 

（当初６月開催予定を９月に延期したが、渡航制限解

除の見込みが立たないため中止となった。） 

 

〇生涯学習まつり 

開催予定年月日 対応方針（理由、経過等） 

令和２年１０月２３日（金） 

～令和２年１０月２５日（日） 

中止 

（不特定多数の参加が見込まれ、感染防止対策が十分

に取れないことから６月 19日の役員会で決定した。） 

 

〇令和３年成人式 

開催予定年月日 対応方針（理由、経過等） 

令和３年１月１０日（日） 開催する方針 

（市の対応方針を踏まえ、３密を避ける観点から式典

を簡略化し、また、２部制とするなど感染防止対策を

講じたうえで開催する方針。来年１月の状況により、

方針を見直すこともありえる。） 

 

〇黒森歌舞伎 

開催予定年月日 対応方針（理由、経過等） 

① 正月公演 

令和３年２月 15日(月)・17日(水) 

② 酒田公演 

令和３年３月７日（日） 

開催する方針 

（市の対応方針を踏まえ、感染防止対策を講じた

うえで開催する方針。来年２月の状況により、方針

を見直すこともありえる。） 

 

３ 周知方法等 

市広報、ホームページ、フェイスブックなどで随時周知を図っていく。 


