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（村上教育長） ただいまより、平成２８年第４回酒田市教育委員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。 

 

◎ 会期決定 

  

（村上教育長） 本日は、説明者として文化スポーツ振興課長と文化スポーツ振興課文化主 

幹が遅れて出席する予定ですので、ご了承願います。 

それでは、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 

委員に齋藤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、会議録署名委員は齋藤委員と岩間委員に 

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 前回会議録の承認 を議題といたします。前回会議録につ

いては、お手元の会議録の写しをご覧ください。この会議録の内容についてご異議ござい

ませんか。 

 

（各委員「異議なし」） 

 

（村上教育長） ご異議ないようですので、承認といたします。 

 

 

 

◎ 開議 
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◎ 議事 議第８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９号 酒田市教育委員会教育長事務委任規則の一部改正について 

議第１０号 酒田市教育委員会公印規則の一部改正について 

議第１１号 酒田市学校給食共同調理場設置条例施行規則の一部改正について 

議第１３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１４号 酒田市写真展示館設置管理条例施行規則の制定について 

議第１５号 酒田市美術館設置管理条例施行規則の制定について 

議第１６号 酒田市庄内文化賞に関する規則の制定について 

議第１７号 酒田市阿部次郎文化賞に関する規則の制定について 

議第１８号 酒田市体育施設設置管理条例施行規則の制定について 

議第１９号 酒田市平田Ｂ＆Ｇ海洋センター設置管理条例施行規則の制定につ 

いて 

議第２０号 酒田市スポーツ推進委員に関する規則の制定について 

 

（村上教育長） 次に日程第４ 議事に入ります。議第８号から議第１１号及び議第１３号

の規則の一部改正について、議第１４号から議第２０号の規則の制定については、関連が

ありますので一括して議題といたします。これらについてご提案願います。 

  なお、これらの議案については質疑・議決とも一括して行いたいと思いますのでよろし

くお願いいたします。 

 

（管理課長） 説明に入る前に、議案の提案をするタイミング等につきまして不手際があっ

たことについてお詫びを申し上げます。 

  それでは、議第８号から議第１１号及び議第１３号の規則の一部改正、それから議第１

４号から議第２０号までの規則の制定の議案１２件についてまとめてご説明をさせていた

だきます。今回提案する理由といたしましては、いずれも平成２８年４月１日の機構改革

に伴いまして規則を整理するということが主な理由となっております。初めに議第８号か

ら議第１１号と議第１３号についてご説明をいたします。議第８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という議案がございますが、この後

ろの方に今回の規則の一部改正の新旧対照表をつけております。少し文字が小さくて見づ

らいものですが、こちらに基づきましてご説明をさせていただきたいと思います。まず１

ページ、酒田市教育委員会事務局の組織及び運営に関する規則の新旧対照表でございます

が、第５条 課及び係の設置で、第１号（１）のところですが、管理課を企画管理課に、

同じく管理係を企画管理係に改正をし、第３号の社会教育課を社会教育文化課に、同じく

社会教育係と文化財係の間に芸術文化係を加え、新たに第４号としてスポーツ振興課、課

内の係としてスポーツ振興係、それから施設係を追加するものであります。第６条 事務

分掌ですが、ここにつきましても同様に、課名、係名の改正等追加をするとともに、２ペ

ージ目の下段のところに社会教育文化課の事務分掌を記載しておりますが、現在の社会教
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育課の各係の事務分掌を実態に合わせて改正をしております。また、公益研修センターの

ように市長部局の業務を委任または補助執行しているものについては、すべて明示するよ

うに統一した改正を行っております。これは他にも市民会館などがこのようなケースに当

たるものになります。合わせて全体的なバランスを踏まえて文言の整理をしております。

続きまして４ページ目をご覧をいただきたいと思います。４ページ目、２番といたしまし

て、課長等専決事項と記載をしているところがございます。課長等の専決事項というのは、

専ら課長の権限で決定できる事項というようなものになりますが、この表につきましても

これまでの説明と同様に課の名称の改正、追加をしているところでございます。続きまし

て６ページ、ご覧ください。６ページからは、各課が所管する施設の一覧でございます。

これにつきましても同様に、課名の改正と追加、合わせて追加になった課の所管施設の一

覧を追加しております。それに加えて、半角のカタカナ文字を全角に統一するというよう

な文言の整理も行っております。次に９ページご覧ください。９ページの上段ですが、こ

ちらは酒田市教育委員会教育長事務委任規則の新旧対照表になります。これは教育長に委

任できない教育委員会で決定すべき事項を明示しているわけですが、この中に新たに庄内

文化賞、それから阿部次郎文化賞の受賞者の決定について追加をしております。９ページ

下段の酒田市教育委員会公印規則につきましては、教育委員会管理課長または管理課長を、

企画管理課長とするものでございます。続きまして１１ページご覧をいただきたいと思い

ます。上段ですが、酒田市学校給食共同調理場設置条例施行規則の新旧対照表になります。

こちらにつきましても教育委員会管理課長とあるものを企画管理課長に改めるものでござ

います。１１ページの下段、酒田市公民館設置管理条例施行規則ですが、これにつきまし

ては、社会教育課と記載になっているところを社会教育文化課とするものでございます。

続きまして、議第１４号から議第２０号までについてご説明をいたします。これにつきま

しても、議第１４号の後ろの方に、教育委員会規則の参考の新旧対照表をつけております

のでそちらの方をご覧いただきたいと思います。本来これは、新規制定ということになり

ますので新旧対照表というものはないわけですが、これまで市長部局にあった規則を廃止

して新たに教育委員会規則として制定し直しをするものでありますので、その市長部局の

規則を旧のところに記載をしまして、教育委員会規則を新として対比できるように示した

ものでございます。これから何本かの規則の制定のご説明をいたしますが、基本的には、

入館料、指定管理を行う場合の利用料金に関すること以外につきましては、市長を教育委

員会に改めるものが中心になっております。最初に酒田市写真展示館設置管理条例施行規

則でございますが、これにつきましても入館料とあるのは利用料金と読み替える文言を付

け加えるのと合わせて、第８条 市長が別に定めるというところにつきましては、酒田市

教育委員会が別に定めるというように記載を変えているところでございます。同様に、下

の酒田市美術館設置管理条例施行規則につきましても、市長とあるものを酒田市教育委員

会あるいは教育委員会というように改正をするという内容になっております。次のページ

の２ページ目の下段でございます。酒田市庄内文化賞に関する規則ですが、これにつきま

しても市長を酒田市教育委員会あるいは教育委員会に改めるものと合わせまして、若干文

言の整理それから阿部次郎文化賞と整合性を取るために、第２条のところに毎年１回と付
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け加えさせていただいております。３ページ、酒田市阿部次郎文化賞に関する規則も同様

に市長とあるところを教育委員会に改める、また、文言の整理をさせていただいたところ

でございます。また、３ページの下段、酒田市体育施設設置管理条例につきましても読み

替え規定と合わせまして市長とあるところを教育委員会に改めるものでございます。５ペ

ージ目ですが、こちらに減免できる対象事業の一覧を記載しております。主な変更点とい

たしましては先ほども申し上げております市長から教育委員会に変更にしているというよ

うな内容でございますが、上段の３番目の（１）、これは公益法人法の改正に伴いまして従

来の財団法人酒田市体育協会から公益財団法人酒田市体育協会に認定が変わったというこ

とについて、これまで整理しきれていなかったこともございまして、今回改めてその辺を

整理したところでございます。それ以外は保育園を保育所に変えるなどの文言の整理をさ

せていただいております。６ページの下段、酒田市平田Ｂ＆Ｇ海洋センター設置管理条例

施行規則でありますが、こちらも同様に市長とあるところを教育委員会に変更をしたとこ

ろでございます。７ページも先ほどの体育施設の減免のところと同様ですが、体育協会の

法人のところを変えているというようなところ、保育園を保育所に変えたというようなこ

とも同じように改正をしたところでございます。それから９ページご覧いただきたいと思

います。酒田市スポーツ推進委員に関する規則です。これにつきましても市長とあるとこ

ろを酒田市教育委員会あるいは教育委員会に名称を改正する内容でございます。説明につ

いては以上ですが、施行期日につきましては平成２８年４月１日からと考えております。 

  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） ただ今の提案に関しましてご質問、ご意見はございませんでしょうか。   

  よろしいでしょうか。無いようですので、お諮りいたします。議第８号から議第１１号

及び議第１３号の規則の一部改正について、議第１４号から議第２０号の規則の制定につ

いて を提案のとおり決するにご異議ございませんか。 

 

（各委員「異議なし」） 

 

（村上教育長） ご異議なしと認めます。よってよって、議第８号から議第１１号及び議第

１３号、議第１４号から議第２０号は提案のとおり決しました。 

  

◎ 議事 議第１２号 酒田市立小中学校管理規則の一部改正について 

 

（村上教育長） 次に議第１２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。これについてご提案願います。 

 

（学校教育課長） 議第１２号 酒田市立小中学校管理規則の一部改正について、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ものです。 

第１４条中、第１５号を１７号とし、第１０号から１４号までを２号ずつ繰り下げ、第
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９号の次に次の２号を加える。１０号 主任主事、１１号副主任。 

お手元の資料の１４条の１号から１７号まで入れさせてもらいましたが、これまで１５

号まであったものに１０号と１１号を加えて１７号までとするということです。第１５条

中、第８号を第１０号とし、第４号から第７号までを２号ずつ繰り下げ、第３号の次に次

の２号を加える。４号 主任主事は上司の命を受け、高度な知識経験を必要とする事務に

従事する。５号副主任は上司の命を受け、担当事務に従事する。この規則は平成２８年４

月１日から施行する。提案理由としましては、山形県職員等の給与に関する条例の改正に

より、職名の新設がなされるためその改正を行うものです。これまで、事務職員の職名と

しては、主事、主査、事務主査、事務総括とあったところに主任主事を新たに加える。職

名としては、主事、主任主事、主査、事務主査、事務総括となると県に確認しております。

それから副主任につきましては、再任用の方がこの職名として副主任というふうになると、

確認しているところです。どうぞよろしくお願いします。 

 

（村上教育長） ただ今の提案に対しまして、ご質問やご意見はございませんでしょうか。 

 よろしいでしょうか。それでは無いようですので、お諮りをしたいと思います。議第１２

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１２号は、提案のとおり決しました。 

 

◎ 議事 議第２１号 第２次酒田市子ども読書活動推進計画の策定について 

   

（村上教育長） 次に、議第２１号 第２次酒田市子ども読書活動推進計画の策定について 

を議題といたします。これについて提案願います。 

 

（図書館長） 議第２１号 第２次酒田市子ども読書活動推進計画の策定についてご説明申

し上げます。提案理由につきましては、平成２３年に策定した酒田市子ども読書活動推進

計画について、平成２７年度に完了することから第２次計画を策定するものであります。

お配りしております冊子が内容となります。これまでご説明した中に、「初めに」というペ

ージを加えてございます。１ページ目以降は、これまでご説明のとおりの内容となります。

なお、今回の記述と直接関係ありませんが、参考までに読書手帳の３パターン分、乳幼児

版、小学校低学年版、高学年版とお付けしてございます。 

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） ただ今の提案に対しまして、ご質問、ご意見はございませんでしょうか。 

よろしいでしょうか。ないようですので、お諮りいたします。議第２１号 第２次酒田市
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子ども読書活動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２１号は、提案のとおり決しました。 

 次に議第２２号 酒田市出羽遊心館長の委嘱について を議題といたします。これについ

てご提案願います。 

 

◎ 議事 議第２２号 酒田市出羽遊心館長の委嘱について 

 

（社会教育課長） 議第２２号 酒田市出羽遊心館長の委嘱についてご説明いたします。 

  酒田市出羽遊心館長に次のものを委嘱するものとする。１ 酒田市出羽遊心館長 氏名 

畠中善之氏、再任でございます。３年目になります。２ 委嘱期間といたしましては、平

成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まででございます。提案理由といたしまして

は、酒田市出羽遊心館設置管理条例第３条の規定に基づき委嘱しようとするものでござい

ます。 

以上よろしくご審査くださいますようよろしくお願いします。 

 

（村上教育長） ただ今の提案に対しましてご質問ご意見はございませんか。 

 よろしいでしょうか。ではないようですのでお謀りいたします。議第２２号 酒田市出羽

遊心館長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２２号は提案のとおり決しました。 

 次に議第２３号 酒田市立光丘文庫長の委嘱について を議題といたします。これについ

てご提案願います。 

 

◎ 議事 議第２３号 酒田市立光丘文庫長の委嘱について 

 

（図書館長） 議第２３号 酒田市立光丘文庫長の委嘱についてをご説明申し上げます。 

酒田市光丘文庫長に次の者を委嘱するものとする。酒田市光丘文庫長としまして、氏名 

中山英行氏、再任でございます。委嘱期間としましては、平成２８年４月１日から平成２

９年３月３１日まで。提案理由としましては、酒田市立図書館設置条例施行規則第４条第

１項の規定に基づき、委嘱しようとするものであります。 

以上よろしくご審査くださいますようとろしくお願いします。 

 

（村上教育長） ただ今の提案に対しましてご質問ご意見はございませんか。 
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よろしいでしょうか。ではないようですのでお諮りいたします。議第２３号 酒田市立光

丘文庫長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２３号は提案のとおり決しました。 

   

◎ 議事 議第２４号 酒田市立資料館長の委嘱について 

 

（村上教育長） 次に議第２４号 酒田市立資料館長の委嘱についてを議題といたします。

これについてご提案願います。 

 

（社会教育課長） それでは議第２４号 酒田市立資料館長の委嘱についてご説明申し上げ

ます。酒田市立資料館長に次の者を委嘱するものとする。１ 酒田市立資料館長 氏名佐

藤 文彦氏 新任でございます。２ 委嘱期間 平成２８年４月１日から平成２９年３月

３１日まで。提案理由でございますが、酒田市立資料館設置管理条例第６条の規定に基づ

き、委嘱しようとするものである。以上よろしくご審査くださいますようお願いします。 

 

（村上教育長） ただ今の提案に対しましてご質問ご意見はございませんか。 

 

（齋藤委員） 新任ということですのでご紹介よろしくお願いしたいと思います。 

 

（社会教育課長） はい、新任の佐藤 文彦氏 でございますが、現在、建設部建設部長の

職にございます。この３月に退職の予定でございます。佐藤氏は、長く管理職としてその

手腕を発揮し市政に多大な貢献をしております。退職後についても、その経験を活かされ

て資料館の運営の方で力を発揮していただきたいということで、このたび委嘱をするもの

です。以上でございます。 

 

（村上教育長） 他にご質問ご意見等ございませんでしょうか。 

よろしいでしょうか。ないようですのでお諮りいたします。議第２４号 酒田市立資料館

長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２４号は提案のとおり決しました。 

 

 ◎ 議事 議第２５号 平成２８年度酒田市教育委員会職員の人事異動について 
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（村上教育長）ここで、発議いたします。議第２５号の案件は、酒田市教育委員会職員のう

ち、管理職の人事異動に関する案件となります。そのため、議第２５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、非公開といたしたいと思います。議第２５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。 

 

（各委員）全員挙手。 

 

（村上教育長） 全員の挙手がございました。出席委員の３分の２以上の賛成がありますの

で、議第２５号を非公開とするとともに、説明者以外の事務局職員の退席を求めます。暫

時休憩いたします。 

 

― 非公開 ― 

 

◎ 教育長報告 

 

（村上教育長） 再開いたします。次に日程第５ 教育長の報告ですが、今回私からの報告

はございませんので、次の日程第６ その他に入ります。 

  それでは、報告事項１についてお願いします。 

 

◎ その他 

 

（教育部長） 報告事項１、平成２８年３月定例市議会における質問状況についてというこ

とで、昨日議会が終わりまして、その報告になります。開いていただきまして最初の１ペ

ージ目については旧年度案件分の代表質疑です。これについては教育委員会に関するもの

はございませんでした。次の２ページ３ページが、２８年度案件に対しての各会派の代表

質疑ということで、これについても教育委員会に係るものはございませんでした。３ペー

ジ目からの一般質問になりますが、真ん中の２番、後藤泉議員から１番目の教育活動と地

域の振興についてということで、教育部局と地域振興関連部局との連携、それと、観光振

興と修学旅行との積極的誘致ということで、地域交流として酒田と児童との交流等がある

関係で、広い目で見て観光振興と修学旅行との積極的誘致という質問と（３）の地域資源

を活かした教育活動を活かした教育活動の推進、これはスキー、スケート授業についての

質問でした。４つ目としては地域と係る教育施策の今後はということで質問が出たところ

です。３番目の市原栄子議員からは、ほとんどがライブラリーセンター、新しい図書館と

いうことで酒田コミュニケーションポート（仮称）ライブラリーセンターについて、それ

ぞれどういったものにしていくのか市民の声をどうやって聞くのか、運営形態をどのよう

に考えるか、既存施設の連携といった質問がございました。２番の文化センター、現中央

図書館と子ども図書館についてという中では、児童図書室を残して児童館整備ができない

かという質問が出たところです。次のページの４ページの、一番下の６番高橋正和議員か
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らは、児童生徒の眠育ということで、小中学生のスマートフォンの所持状況、睡眠教育の

対応、睡眠と覚醒、子どもの生活リズムということで、規則正しい生活を送れば学力向上

につながるのではないかという思いで質問があったところです。５ページ目の８番大壁洋

平議員からは（２）の学童保育についての④学力・体力向上に向けた施策展開についての

中では、２問目以降で学童への学習支援などができないかというのが教育委員会に質問が

あったところです。次の６ページ目の１０番、佐藤伸二議員からは、１番本市の将来を担

う人財の育成についてということで本市の英語教育について、続いて本市の教育力でのに

ぎわい創出についてということで、教育を通しての担い手の育成ということで、教育委員

会に質問があったところでございます。右側の７ページの１５番、進藤議員からは、３番

の小中学校における保健室についてということで、保健室登校の現状について、保健室と

養護教諭の役割についての質問がありました。１６番阿部ひとみ議員からは２番、子ども

の貧困対策についての中で、（３）の学習支援があって、この中で新年度に予定している公

益文科大学との連携事業への質問が関連してあったところでございます。質問要旨答弁要

旨については９ページ目以降に記載しておりますので、あとでお読みいただければと思い

ます。私からは以上です。 

 

（村上教育長） それでは、ただ今の報告にご質問やご意見などはございませんでしょうか。 

 

（齋藤委員） ちょっと教えていただきたいのですが、７ページの１５番の進藤議員の質問

の中で、小中学校における保健室を利用している児童生徒の割合について、現状というか、

増加傾向なのか横ばいなのかというところを教えていただきたいと思います。 

 

（学校教育課長） ２２ページをご覧ください。２２ページの下のところですが、昨年１２

月末に行われた調査では、別室で過ごす児童生徒が小学校で４名、中学校で２６名。その

うち保健室で過ごす児童生徒は小学校で２名、中学校で１１名という現段階での状況です。

過去には、多い時期があったかと思いますが、それが段階を経てだんだん減っているとか、

その年その年で違うものですから、傾向としては押さえきれないかなと思っています。現

状としてはこういう数字だということで、ご理解いただければと思います。 

 

（村上教育長） よろしいですか。 

 

（齋藤委員） はい。 

 

（村上教育長） 他にご質問やご意見ございませんでしょうか。 

 ではないようですので、次の報告に移ります。それでは、報告事項２、定期監査結果に関

する報告の提出について、教育部長お願いします。 

 

（教育部長） 私の方から２番目の平成２７年度定期監査結果についてご報告いたします。
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これまで定期監査の結果については報告していなかったと思いますが、今年度からは教育

委員の方にも報告をして、現状等の理解とご指導をいただければと思っているところです。

最初の村上教育長あての文書でございますが、教育委員会管理課、学校教育課、社会教育

課、図書館が１月１５日から１月１９日にかけて監査委員の監査がございました。それに

対して次のページを見ていただきますと、最初の表の上の４番のところで、監査の結果と

あります。監査の対象となった財務に関する事務の執行等については、特に文書により指

摘すべき事項は下表のとおりである。その他文書によらない軽微な注意事項については、

口頭で注意または改善を促したということで、表にある通りに最初の表が管理課になりま

すが、指摘事項として、一條小学校のスロープ工事、一條小学校の昇降口前下段及び各修

繕工事ということで、本来は一体として工事発注すべきものを分割して発注をしている。

同一とみられる工事を意図的に複数にわけ、少数随契に該当させようとする行為は典型的

な入札回避の例と受け取られる。合理的理由が認められない分割発注は現に慎むこととい

うことで指摘を受けております。次に同じ管理課で、重要物品について、学校備品台帳と

財産に関する調書を突合した結果、１００万円を超える物品の１１件の記載漏れがあった

ということで、これについては平成２５年度の決算審査意見において、年１回以上実施す

べき物品確認が行われていないと指摘されております。その時にきちんと指摘をしていれ

ば、こういったことは防げたということで指摘を受けておるところです。３番目の学校教

育課につきましては、印刷製本費について契約はしたところですけどもその契約に伴う支

出負担行為、これは経費の支弁義務を発生させるための確認行為ですが、法的にこのお金

は事前に支出が決まりますと、契約に伴って執行をしなければならない、それが適切に行

われていなかったということで指摘を受けております。右のページへいって、先ほどの管

理課と同様に、重要物品について各学校で管理している備品台帳と、財産に関する調書を

突合した結果、１００万円を超えるピアノ１３台の記載漏れがあったということで、それ

以外については管理課と同様の理由で指摘されています。社会教育課については、平田生

涯学習センター使用料について、４月分が６月４日、５月分が７月７日に受託者から平田

総合支所に納付をされていたということで、契約違反の状態にもなっているし、お金の取

り扱いですので、事故を防ぐためにも契約内容に則って適正に業務を履行させることとい

うことで指摘を受けています。次の学校教育課で、注意事項になりますが、学校教育課が

購入した定期刊行物をみると、校長会の冊子を購入しており、請求者はそれぞれ校長会と

なっているが、校長会教頭会の決算書によれば、刊行物の売却収益はなく、市の補助金と

して受け入れたうえで、負担金として支出をされているということで、結果的には、補助

金各使途の疑いを招かないために、適正な予算措置を行うことということで、注意を受け

ております。同じく学校教育課で注意事項として、明るく楽しい元気な学校作り支援事業

交付金について、要綱で事業内容及び事業費の２割以上の増減があった場合は、変更承認

を受けなければならないと定められているが、この手続きを行っていなかったということ

で注意事項になっています。これが今年度の監査結果の指摘と注意ですが、これについて

は教育委員会での件数は庁内でも非常に多いとなっておりますので、近々関係課長を集め

た会議を開いて対応をしていきたいと思っています。合わせて、もう一枚たしております
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が、これは６月８日に市長あてにきた監査結果の報告ですけども、学校の監査でございま

す。平田小学校と鳥海八幡中学校がそれぞれ５月１５日に監査を受けておりまして、この

際、学校教育課については指摘事項ということで教材備品の購入の際の手続きについて教

育委員会ではマニュアルを作成して、各段階の校長決裁をみているが、ルール通り事務執

行していない学校が相変わらず見受けられるということで、学校事務に係る職員に広く周

知をするということで指摘を受けております。鳥海八幡中学校につきましては、注意事項

ということで、同じように教材備品の購入手続きについてきちんとマニュアルに沿って対

応していなかったということで、文書注意されているところでございます。いずれの報告

についても、このままの状態でホームページに掲載されておりますので、広くホームペー

ジでお知らせがされているところです。以上でございます。 

 

（村上教育長） ただ今の報告に、ご質問、ご意見ございましたらお願いします。 

 

（齋藤委員） 教育長、休憩よろしいですか。 

 

（村上教育長） はい、暫時休憩します。 

 

（休憩） 

 

（村上教育長） 再開いたします。ご質問ご意見ございませんでしょうか。 

 よろしいでしょうか。この監査の報告については、丁寧に教育委員会でも説明をしてま

いりたいと私自身も考えております。新しい教育委員会制度の改革の趣旨の一つが、教育

長が委員長と一緒になったことで、教育長の暴走を止める、あるいはチェック機能を果た

すというのが教育委員会の大きな役割として改めて指摘されております。そういったよう

な関係から、こういった監査では丁寧にご説明をし、しっかりと対応してまいりたいと考

えているところでした。開かれた教育行政の推進という部分でも同様でございまして、今、

公開されているということでありましたが、教育委員会の中でも説明をし、また公開して

いくという姿勢でまいりたいと考えているところでございます。 

  それでは次の報告にまいりたいと思います。報告事項の３番目。松山地域３小学校統合

の校名に関する検討について、学区改編推進主幹お願いします。 

 

（学区改編推進主幹） 報告事項の３についてご報告をいたします。初めに１の校名検討部

会における検討経過ですが、第１回校名検討部会については資料及び１月２２日開催の平

成２８年第１回教育委員会で報告のとおりです。公募期間終了後、第２回校名検討部会を

１月２０日開催いたしました。応募のあった校名案と件数は資料のとおりでございます。

部会の決定事項としては、１ 統合小学校の校名案は部会として、松山小学校の１案に決

定する。２つ目として決定した校名案を次回開催の統合準備委員会全体会へ提案する、こ

の２点であります。なお、松山小学校１案にした理由として、部会長のコメントの引用で
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すが、８割弱の方が「松山」、あるいはひらがなの「まつやま」を校名としている。他にも

１件ずつの案が１４個あったが、その中の「松山○○小学校」、「○○松山小学校」という

ものが多かった。以上のことから部会では「松山小学校」と決定したと、このように述べ

ております。次に統合準備委員会全体会での検討経過ですが、第２回の全体会を２月１７

日開催し、校名検討部会の部会長報告を受けて、校名について協議した結果、校名検討部

会として、部会提案のあった校名案、「松山小学校」を承認いたしました。なお、議事を進

行する会長の方からは、異議なしの声を受けた後にも、再度賛同者の挙手の求めがあり、

出席者の全員が挙手をして賛同されたものであります。次に３の今後の予定ですが、４月

に教育委員の皆さまと統合準備委員会の代表、会長、副会長の２名、校名検討部会長の４

名を予定しておりますが、校名について統合準備委員会の報告を受け、意見交換を実施し

たいと思っております。今日、協議会終了後に日程調整をさせていただきたいと思います。

以上、報告でございます。 

 

（村上教育長） ただ今の報告に、ご質問、ご意見はございませんか。 

 

（浅井委員） ４月にある意見交換会というのは、校名検討のみですか。その他の事につい

ては検討してはいないのですか。 

 

（学区改編推進主幹） 準備する議題としては、校名のみです。 

 

（村上教育長）よろしいでしょうか。 

 

（浅井委員） はい。 

 

（村上教育長） 他にございませんか。ないようですので、次の報告に移ります。 

報告の４番目は、中学校の耳鼻科の健康診断についてでございます。学校教育課長。 

 

（学校教育課長） 中学校耳鼻科健康診断について、資料のとおり報告いたします。まず中

学校耳鼻科健康診断の概要についてですが、近年酒田市内の耳鼻科医院の閉院が続き、現

在４つある耳鼻科開業医が担当する学校の健康診断業務の負担が増大しているという状況

にあります。乳幼児の健康診断、小中学校の児童生徒の健康診断、それから高等学校の生

徒の健康診断も担当されていて更に酒田市近隣の町にも同様に対応をしているという状況

で、負担が増大しているというお話でした。酒田地区医師会十全堂より、耳鼻科検診の負

担軽減策が示されました。開業医の負担を軽減する医師会からの案について、他市の状況

も調査し、２８年度の中学校耳鼻科健康診断は、山形大学医学部付属病院耳鼻咽喉科医師

を派遣いただくことで医師会との了解を得たところです。なお、小学校につきましては、

従来通り医師会から推薦された、教育委員会が委嘱しております酒田市内の耳鼻科医から

健康診断を受け持っていただきます。２番の山形大学医学部付属病院耳鼻咽喉科医師によ
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る健康診断期日は記載のとおり３日間で行います。３番、中学校の耳鼻科校医についてで

すが、医師会の理事会、耳鼻科医の先生方との協議の結果、校医としての委嘱は継続させ

ていただき、中学校における保健管理に関する専門的事項への技術及び指導助言や、それ

から山大附属病院の方から３日間で行われる健康診断の欠席等による未受診者の対応を予

定しております。以上です。 

 

（村上教育長） 続いて７番まで一括して報告いただき、ご質問まとめて取りたいと思いま

す。 

 

（学校教育課長） はい、それでは報告事項の５、インフルエンザに係る臨時休業等につい

て、資料のとおり説明いたします。昨年１２月より以下のように臨時休業等の措置を執り

ましたことをお知らせいたします。２月になってから、り患が増え始め、その後多くの学

校で臨時休業等の対応が必要になったという状況です。２面の方にも続きまして、２面の

下の方に記させていただきましたが、県内でも同様の傾向があり、山形県は平成２８年３

月１日に県内にインフルエンザ警報を発令しました。なお、この資料が３月８日までの状

況でありまして、その後３月９日からインフルエンザによって臨時休業等の学校が、５校

６学級についてありました。以上この報告については終わります。 

  続いて報告事項の６、ベルマーク点数証明書の寄付について資料のとおり報告いたしま

す。東北エプソン株式会社から、教育環境の充実に役立ててほしいと、ベルマーク点数証

明書の寄附申し込みがありました。同社からの寄付は今回で５回目となり、これまで寄付

されたベルマークは、市内小学校の万歩計を使って体力健康づくりにするということで充

てさせてもらっておりました。今後も児童の体力健康づくりに活用していきたいと思いま

す。贈呈式は、３月２３日午後３時から中町庁舎４階教育長室で行われます。以上です。 

  続きまして報告事項の７、図書の贈呈について資料のとおり報告いたします。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、市内小中学校図書館に図書を寄贈いただきます。市内小中学校への図書の寄贈は、

同会設立当時からの続けられている活動です。設立が平成１０年ということで、これまで

ずっと続けられているという状況です。酒田市教育委員会としては、児童生徒の公益の心

の醸成につながるとありがたく受け止めているところです。贈呈式は３月２５日１０時よ

り中町庁舎６階６１号会議室で行われます。以上です。どうぞよろしくお願いします。 

 

（村上教育長） それでは学校教育課長からの報告の分すべて、中学校の耳鼻科検診から図

書の贈呈についてまで、ご質問ご意見などございましたらお願いいたします。 

  よろしいでしょうか。それでは次に進みたいと思います。報告事項の８番、視聴覚コン

クールの受賞について図書館長お願いします。 

 

（図書館長） それでは私の方から、山形県自作視聴覚教材コンクール受賞作品についてご

説明いたします。山形県教育委員会で主催しております第６４回山形県自作視聴覚教材コ
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ンクールにおきまして、図書館ボランティアであります「あさの葉会」が制作した紙芝居、

「プルとモグ」という題名でございますが、社会教育部門で「佳作」を受賞いたしました。

なお、当該部門の応募作品数は１７点で、審査委員は株式会社東北英音の大沼氏、それか

ら、県生涯学習文化財団の岡崎氏、置賜教育事務所社会教育課長の３名が審査委員となっ

ています。以上でございます。 

 

（村上教育長） それでは、ただ今の報告にご質問やご意見はございませんでしょうか。 

 よろしいでしょうか。ないようでしたら各課からの報告は以上となっております。それで

は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） よろしいでしょうか。それではないようですので、以上もちまして本日の

日程はすべて終了いたしましたので閉会いたします。ありがとうございました。 

 


