
 

 

 

寒河江市教育委員会会議録 

 

令和元年８月２６日 開 会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寒河江市教育委員会 
 



- 1 - 

 

令和元年８月２６日（月曜日） 寒河江市教育委員会 

 

○ 出席委員（５名） 

教育長 軽 部  賢   委 員 鈴 木 淳 一  委 員 國 井 晴 彦 

委 員 髙 橋 まり子  委 員 鈴 木 多鶴子 

○ 欠席委員（０名） 

○ 事務局職員の職氏名 

学校教育課長 大 沼 利 子   指導推進室長   佐 竹 康 弘 

生涯学習課長 柏 倉 信 一   スポーツ振興課長 小 泉   尚 

 

○ 委員会日程 

 

 教育委員会日程               午後１時３０分 開 議 

 令和元年８月２６日（月曜日）        市役所４０１会議室 

 

 １ 開 会 

 

 ２ 議事録承認 

 

３ 教育長報告 

 

４ 議 事 

       議第２７号 教育委員会の事務事業（平成３０年度分）の点検・評価について 

   議第２８号 令和元年度教育費補正予算案に対する意見の申出について 

 

５ 閉 会 

 

会議に付した事件 

  

教育委員会日程に同じ 
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１ 開 会  午後１時３０分 

 

２ 議事録の承認 

 

○軽部 賢教育長 

  それでは、ただいまから教育委員会を始めたいと思います。 

  初めに前回の会議録の承認についてお願いします。 

 （前回会議録を回覧の上、全出席委員が署名を行った。） 

 

３ 教育長報告 

 

〇軽部 賢 教育長 

７月２３日午前中、市立図書館にて市社会教育委員会議を開催し、委嘱状交付と挨拶を

行いました。 

午後１時１５分から、臥龍ライオンズクラブの新役員として、会長の水戸部良樹さん、

幹事の芳賀功さん、会計の遠藤正幸さんが就任挨拶に見えられました。臥龍ライオンズク

ラブは来年度創立３０周年にあたるということで、山形交響楽団を招聘してスクールコ

ンサートを開催したいというお話もありました。 

午後１時３０分から、村山市教育委員会の学校教育課長と課長補佐が、「寒河江市立学

校の今後のあり方検討委員会」について村山市でも参考にさせてほしいと来庁され、情報

交換を行っております。 

午後２時から、市立図書館で、寒河江市立図書館協議会が開催され、辞令交付と教育長

挨拶を行いました。各委員より図書館のあり方や読書活動に対して活発な発言がありま

した。 

夕方、山形新聞寒河江支社黒田良太支社長より、ライフデザインセミナーについて、教

育長のコメントが欲しいと取材がありました。８月２２日の朝刊に掲載されております。 

７月２４日午前９時５０分から、文化センター非常用照明蓄電池の入札を執行しまし

た。 

午後１時３０分から、寒河江警察署にて開催された寒河江・西村山地区被害者支援連絡

会総会に出席し、副会長に互選されました。平成３０年度の活動報告、令和元年度の活動

計画案について協議をし、その後の研修では、山形県警察本部警務部警務課・管理官兼犯

罪被害者支援室長の森本和幸氏より「被害者を温かく支える地域社会の実現に向けて」と

題するご講演をお聞きすることができました。 

午後３時３０分、ＡＬＴ３名に更新辞令を交付しました。 

午後４時から、文部科学大臣杯争奪第２２回全国小学生ティーボール選手権大会に出

場する「三泉・寒小キングスラッガーズ」の１２名と監督、保護者が市長に表敬訪問に来
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られたので、一緒にお話をお聞きしました。 

７月２５日午前９時３０分から、市校長会長の寒河江小学校志田道広校長を訪問し、臥

竜ライオンズクラブから提案のありました山形交響楽団のスクールコンサートについて

相談しました。毎年実施している芸術鑑賞教室と一緒に開催する方向で、８月１日の市校

長会で提案していただくことになりました。 

午後２時３０分から、前体育振興公社荒木利見氏と面会し、体育振興公社残余財産の贈

与対応に報告を受けました。 

午後４時から、幸生小学校の今後のあり方を考える懇談会を１学期最後の日、通知表配

付後に、保護者対象に行いました。 

７月２６日午前９時から、月山湖カヌースプリント競技場で開催されたＪＯＣジュニ

アオリンピックカップ全国中学生カヌー大会開会式に出席しました。寒河江市からは陵

南中３年の４名が出場しておりました。 

午後４時から、かんぽ生命ドリームカップ第３９回全日本バレーボール小学生大会の

全国大会に出場する「さがえしばはしＪＶＣ」の児童が保護者とともに市長に表敬訪問に

来られたので、陪席させていただきました。 

７月２７日午前８時３０分から、寒河江市民プールで開催された第５２回西村山地区

学童水泳競技大会で来賓挨拶をしました。その後、寒河江西村山地区水泳連盟による水府

流古式泳法を見学させていただきました。 

午前１０時３０分から、フローラ・ＳＡＧＡＥで郡山女子短期大学部教授 会田容弘氏

をお招きしての「結髪形土偶、立ち上がる」講演会があり、教育長挨拶と講師紹介をさせ

ていただき、その後、会田先生の講話を聴講させていただきました。御自分の経歴や土偶

に係るお話に、同級生や考古学専門家等で会場いっぱいの盛況でした。 

１２時３０分からは、市文化センターで開催された県ジュニア駅伝競走大会の結団式

に出席し、総監督としての挨拶を行いました。 

７月２８日、山形市のやまぎんホールで、全日本吹奏楽コンクール山形県大会が開催さ

れておりましたので、小学校の部で寒河江小学校の演奏を、中学校小編成の部で陵南中学

校の演奏を聴かせていただきました。 

７月２９日午前９時から、市長室で行われたマンデーミーティングと市表彰４役会議

に出席しました。 

午前１０時３０分から、全国学力・学習状況調査結果と幸生小学校の今後のあり方を考

える懇談会についての報告を、課長、室長と市長・副市長に行いました。 

午前１１時から、東部公民館主催の市文化センターで開催中の放課後こども教室学習

会の様子を参観しました。 

午後１時２０分から、市文化センターで 、市史編纂「最上院日記」の入札執行に携わ

りました。 

午後１時３０分から、西村山校長会主催の中堅教員を対象とした「西村山学校運営研修
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会」が市文化センターで開催されていましたので、参観させていただきました。村山教育

事務所の加藤洋一管理主幹の講話や、陵南中学校佐藤志津男校長、村山教育事務所志藤晃

一管理主事による講義・法規演習等を聴講させていただきました。 

また、前日にご逝去された前高松小学校教頭の軽部晃一先生を、天国社の通夜会館に弔

問しました。 

７月３０日午前９時から、市文化センターで開催中の西村山学校運営研修会（２日目） 

で、寒河江中部小学校牧野勤校長の「中堅教員に期待すること」という講話を聴講させて

いただきました。 

午前１０時から、市文化センターで開催中の寒河江・西根・三泉小学校仲間っ子スペー

スを参観しました。中央公民館ホールでの学習会、青少年勤労ホームでのレクレ―ション

等に高校生ボランティアサークル「チェリーズ」や中学生ボランティア等も積極的に支援

にあたっていました。 

午後４時から、山形大学・学長付の矢口清氏と面会し、結髪形土偶のクラウドファンデ

ィングの協力依頼や結髪形土偶による寒河江市と山形大学との連携等について懇談をし

ました。 

７月３１日午前９時から、蔵王坊平蔵王坊平アスリート・ビレッジで行われた山形県ジ

ュニア駅伝競走大会の現地練習会、試走の様子を参観しました。 

午後からお休みをいただき、天国社セレモニーホールで行われた軽部晃一先生の葬儀

に会葬しました。高松小学校横山和弘校長、寒河江小学校志田道広校長、醍醐小学校成原

浩之校長等が弔辞を述べられました。 

８月１日午前中、議会会議室で開催された課長会に出席した後、ハートフルセンターで

開催中の市校長会特別委員会に参加しました。山形大学教職大学院准教授の加藤咲子氏

による「学力向上に向けた読解力を高めるための指導について」の講義を途中から聴講さ

せていただきました。 

その後、校長会で全国学力・学習状況調査結果について、寒河江市教育委員会としての

分析結果についてお話しました。 

午後から、市教育研究所全体講演会が市文化センターでありました。目白大学人間学部

心理カウンセリング学科教授 黒沢幸子 氏による「子どもたちの笑顔が増え、教室の空気

が柔らかくなる『解決志向の学級づくり』について」の講演を聴講させていただきました。 

８月２日午後から、高橋まり子委員、大沼学校教育課長と酒田市総合文化センターで開

催された県市町村教育委員会大会酒田大会に出席しました。開会行事後の記念講演では、

酒田市名誉市民であり世界的な声楽家である市原多朗氏の「伸び方は十人十色 市原多

朗成長物語」と題する、御自分のオペラのＤＶＤ上映も入れながら、心に沁みるお話をお

聞きすることができました。 

８月４日朝、さくらの丘寒河江公園清掃等ボランティアに参加しました。 

午前１０時から、蔵王坊平アスリート・ヴィレッジで開催された山形県ジュニア駅伝競
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走大会、蔵王坊平クロスカントリー大会に総監督として参加しました。 

クロスカントリー小学生女子１．５ｋｍでは寒河江小学校６年の大泉藍來さんが第７

位の成績で入賞しました。駅伝では男子が８位入賞、女子が１０位という成績でした。 

夕方から、市文化センターで県ジュニア駅伝競走大会の報告会を行いました。 

８月５日、市表彰４役会議に出席しました。 

午後から、こころの宿一龍で西村山校長会主催の西村山教育懇談会に出席しました。村

山教育事務所白林副所長から「教員の資質・能力を育てる校長のマネジメント」と題して

の講話をお聴きし、その後、校長先生方は５つのグループに分かれてレポートをもとに研

修がありました。１市４町の教育長はグループごとに助言を行いました。夕方からは、懇

親会になりました。 

８月６日午前、議会会議室で市と町会長連合会との懇談会が開催されました。各学校の

学校保健委員会等で話題になったことがどのように学校教育の施策に反映されているの

かという質問があり、教育委員会としては学校保健委員会や管理職からの要望等に真摯

に耳を傾け、要望の実現にむけて検討していると回答しました。また、児童生徒数の減少

の現状と中学校の地域連携、ライフデザインセミナーの取組等についてお話をさせてい

ただきました。 

午後から、ＴＡＳＳＨＯで開催中の市イングリッシュデーを参観しました。今年度は主

体的に参加している児童生徒が増え、ＡＬＴ、ＡＥＴが企画運営するプログラムに熱心に

取り組む姿があり、満足度の高いものになったと感じました。 

夕方から、７月２５日に出席できなかった未就学児を持つ保護者を対象に、幸生小学校

の今後のあり方を考える懇談会を幸生小学校で開催し、御意見を頂戴しました。 

８月７日午前９時３０分から、朝日少年自然の家で行われていた少年少女合唱団の合

唱合宿の様子を参観させていただきました。宿泊棟にエアコンが完備されていないため、

寝苦しい夜を過ごしたようでした。 

この日は、村山管内小中高特の初任者研修の第１日目でもあったため、開講式後のグル

ープ協議等の様子も見せていただきました。 

午前１０時からは柴橋地区公民館で行われていたしばはし子ども友遊クラブの学習会

の様子を見せていただきました。 

午前１０時３０分からは、グリバーさがえで開催中の南部小学校ワイワイちびっ子広

場を参観させていただきました。 

午後からは、「さがえ風土記Ⅳ」の発刊に係わって市史編纂室を訪問し、市史編纂専門

員の先生方と歓談しました。 

同じく午後２時から、市立図書館で開催中の校務支援ソフト操作説明会の様子を参観

しました。市内全小中学校から数名の先生方が出席しており、熱心に研修を受けられてい

ました。 

午後３時３０分から、市文化センターで開催中の寒河江さくらんぼ大学慈恩寺歴史専
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攻科を聴講させていただきました。山形大学名誉教授の伊藤清郎先生による「慈恩寺と寒

河江・大江氏の歴史②」の講義で、慈恩寺の時代ごとの位置づけや建設予定のガイダンス

施設についての説明でした。 

８月８日、第２回寒河江市教育事務評価委員会議を開催し、教育長挨拶を行うとともに

座長として外部評価委員からの事前コメントに対して、事業ごとに担当が説明を行いま

した。 

８月９日午前、西部地区公民館で開催されていた放課後子ども教室「わんぱく仲間っ子」

の様子を参観しました。学習会の後、近未来スポーツ・ホバーサッカーを体育館で楽しん

でいました。 

午後４時から、寒河江ロータリークラブで受け入れたメキシコ人留学生ジュリエッテ・

ビヤヌエバさんが市長への表敬訪問の後、ロータリークラブの國井晴彦氏らと面会にい

らっしゃいました。 

８月１０日、市中央公民館で開催された寒河江さくらんぼ大学ワッショイやまがた創

造学部を参観しました。映画監督、カメラマンである佐藤広一氏による「映像に見る山形

史」と題するトークショーでした。 

８月１４日、教育委員の皆様と主催者として市民文化会館で開催された令和元年度寒

河江市成人式に出席しました。 

８月１７日、大江町東地区公民館・ふれあい会館で、第６６回西村山ＰＴＡ研修大会大

江大会が開催され、来賓として出席しました。総会後に、大江町商工会副会長でトータル

ヘア「カメトコ」オーナーの松田通氏による「子どもたちの幅を広げたい～親も私も頭が

かたいのかしら？」として記念講演がありました。ライフデザインセミナーにぴったりの

講演内容だと思いました。 

８月１９日、山形大学附属病院院内学級より南部小学校に転校した６年男子の様子を、

参観させていただきました。車いすでお母様に付き添われての登校でしたが、２学期始業

式後に全校児童の前でしっかりと挨拶をしていました。 

８月２１日午前、村山教育事務所白林和夫副所長が見えられ、１０月１２日に予定され

ている、西村山教育行政懇談会総会の案内文書の準備を一緒に行いました。 

午後４時３０分、陵西中学校・岡崎晃士校長が来られ、和歌山市のビッグホエールアリ

ーナで開催された第４９回全日本中学校選手権大会男子バレーボール競技の結果報告を

してくださいました。台風１０号の影響が心配されたので、新幹線を乗り継いでの往復だ

ったようです。東北大会準優勝の陵西中学校は、予選リーグで富士見市立西中を２－０で

破り、決勝トーナメントに進出。決勝トーナメント１回戦では東北大会では勝利した横手

北中から１－２で惜敗という結果でした。東北大会優勝の山形六中は、駿台学園中に決勝

で１－２と惜敗したものの、堂々の全国準優勝の成績で、決勝トーナメントには東北から

４チームが出たということで東北、山形県のレベルの高さをアピールできたものと思い

ます。 
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８月２２日、幸生小学校の今後のあり方を考える懇談会に出席し、地区代表の皆様と今

後のあり方について意見交換を行いました。 

８月２３日、市長に幸生小学校の今後のあり方を考える懇談会の復命を行いました。 

８月２４日午前、西部地区公民館で開催された寒河江さくらんぼ大学地域発見学部を

参観させていただきました。「白岩の絵馬調査報告」に基づく、松田孝氏によるご講演で

した。 

夕方から、悠久の里慈恩寺コンサートを鑑賞しました。日野皓正様にギター、ビアノ、

ベースを加えての「日野皓正クインテット 夜空に響くトランペット」のコンサートは、

天気の心配もなく、スタッフを合わせて７００名の観客と一体となった素晴らしい演奏

でした。 

以上でございます。 

 

４ 議 事 

 

〇軽部 賢教育長 

 それでは議事に入りたいと思います。最初に「議第２７号 教育委員会の事務事業（平

成３０年度分）の点検・評価について」を議題といたします。事務局より説明をお願いい

たします。 

 

〇大沼利子学校教育課長 

議第２７号 教育委員会の事務事業（平成３０年度分）の点検・評価についてご説明申

し上げます。地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条及び寒河江市教育委員

会事務事業点検・評価実施要綱第３条の規定により実施した、教育委員会の事務事業点

検・評価の結果については、事前にお配りしました、報告書にまとめてありますのでよろ

しくお願いいたします。これを今回議会に報告し、ホームページに掲載するにあたり、教

育委員会において最終決定をお願いするものでございます。別冊の報告書の最終案につ

きましては６月の教育委員会協議会において協議していただいた事務局案に、７ページ

から１４ページまでの外部事務事業評価委員の意見や来年度へ向けての課題等を記載し

たものであります。事務事業評価委員会議については７月と８月の２回開催し、この報告

書としてまとめ上げたものでございます。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

 

〇軽部 賢教育長 

  ただいまの説明について、質疑、ご意見等はございませんか。事前に配布させていただ

いたものを見ていただいているかと思いますが、何かございましたらお願いします。 
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〇鈴木多鶴子委員 

  前回の評価を受けて、反省を踏まえながら、発展してきていると感じますが、評価委員

のメンバーが変わってもまた同じような意見を受けているところがあります。８ページ

の芸術文化振興事業ということで、若者向け音楽ライブなどを提供するだけでなく、スタ

ッフやボランティアに若者を起用して若者たちの交流を図って欲しい、という意見が以

前にもありましたので、これらについてはこれから取り入れていただけるようにしてい

ただければと思います。取り入れるのが難しいのであれば当日のボランティアスタッフ

等を含め、声をかけて取り入れていただければ、相乗効果で若者達の活性化なるのではな

いかなと思います。このような評価委員の意見を次の事業にどのように生かしていくの

かなと思ったところです。 

 

〇軽部 賢教育長 

 若者を起用して、交流を図ってもらいたいという評価委員の意見がありますが、芸術文

化振興事業のボランティア募集はどのようになっているのですか。現状と今後について

はどうですか。 

 

〇柏倉信一生涯学習課長 

  若者向けの芸術分野もまとめて実施していただきたいということで、このような形を

とっていきたいということであります。 

 

〇軽部 賢教育長 

  ボランティアスタッフというのは、この前の日野さんのコンサートのような場合でも、

毎回同じような顔ぶれなのですか。 

 

〇柏倉信一生涯学習課長 

  市報でボランティア募集をかけておりますが、大体、継続して同じ方から協力いただい

ているようです。 

 

〇軽部 賢教育長 

  年齢制限するわけでもなく、若者にも呼び掛けていることにはなりますが、夜の開催で

もあり、なかなか条件が合わず若者が手を上げないというのが現状かと思います。 

 

〇柏倉信一生涯学習課長 

  新規で若い方で応募する方がいらっしゃらないということですが、これについても募

集を広げていければと思っております。 
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〇鈴木多鶴子委員 

  年間通してのボランティア募集はあると思いますが、年間通してだと若い人たちは難

しいのかなと思います。特に若い人対象のイベントに関しては当日だけでもいいのでボ

ランティアを募ったらいいのではないかなと思います。 

 

〇軽部 賢教育長 

  スポーツイベント、特にさくらんぼマラソンなどは高校生などからはたくさん手伝っ

ていただいているのですが、このような芸術文化振興事業でのコンサートなどでもスタ

ッフが手薄なのでお願いしたい、とさくらんぼマラソンのときのように学校などに個別

にお願いすることも今後検討していく必要があるのではないかと思います。どれぐらい

来てくれるのだろうかというところもあると思いますが。 

 

その他、ご意見ございませんか。他になければ採決をしたいと思います。「議第２７号 

教育委員会の事務事業（平成３０年度分）の点検・評価について」を原案のとおり決定す

ることにご異議ありませんか。 

 

（異議なしの声あり）  

 

議第２７号は、原案のとおり決定いたしました。 

続きまして、議第２８号「令和元年度教育費補正予算案に対する意見の申出について」

を議題とします。事務局より説明をお願いします。はじめに学校教育課からお願いします。 

 

〇大沼利子学校教育課長 

 議第２８号 令和元年度教育費補正予算案に対する意見の申出についてご説明申しあ

げます。 

これは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定により、９月の定例

議会に提出予定の令和元年度教育費補正予算案について市長から意見を求められたこと

に伴うものです。 

補正予算の内容についてご説明いたしますので、３ページをご覧ください。１の債務負

担行為補正からご説明いたします。記載されている各業務委託についてはて複数年にわ

たる契約を締結しておりますが、地方自治法２４０条の規定により債務負担行為として

その限度額を予算で定めております。この限度額が今年１０月からの消費税引き上げに

伴い増額となることから、消費税引き上げ分について追加で債務負担を行うものです。 

２の歳入について、スポーツ振興課長から説明いたします。 

 

〇小泉 尚スポーツ振興課長 
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  ２の歳入についてご説明申しあげます。 

  １５款財産収入 ２項財産売払収入 ４目公有財産売払収入 １節公有財産売払収入

に７３１万３千円を追加するものであります。 

  これは今年３月に解散しました一般社団法人寒河江市体育振興公社から返還いただい

た出捐金等の残余財産でございます。以上です。 

 

〇大沼利子学校教育課長 

次に４ページをご覧ください。３の歳出についてご説明いたします。 

１０款教育費 １項教育総務費 ２目事務局費ですが、これは人事異動等に伴う人件

費の増額により４６１万６千円を追加するものです。 

続きまして、３目教育指導援助費についてご説明いたします。就学支援教育事業につい

てですが、これは就学支援アドバイザーへの謝礼として１５万円を追加するものです。外

国人子女等対策事業は、外国から転入した児童生徒等へ日本語指導を行うための日本語

指導支援員を配置しておりますが、対象児童生徒が増加したことにより支援員１名を増

員するため、その賃金９０万２千円を追加するものです。 

次に１０款教育費 ２項小学校費 １項学校管理費についてです。 

職員給与費の減額は人事異動に伴うものです。小学校管理事業は、各小学校昇降口への

監視カメラ設置工事、中部小学校東側階段工事等、各小学校の施設整備かかる工事請負費

を追加するものです。 

次に５ページをご覧ください。１０款教育費 ３項中学校費 １項学校管理費につい

てです。職員給与費の減額は人事異動に伴うものです。 

中学校管理事業は、各中学校昇降口への監視カメラ設置工事など各中学校の施設整備

のための工事請負費を追加するものです。 

以上が学校教育課分です。続きまして生涯学習課分についてご説明いたします。 

 

〇柏倉信一生涯学習課長 

 生涯学習課分についてご説明申しあげます。 

４項社会教育費 １目社会教育総務費 ２節給料 ３節職員手当等及び４節共済費に

職員給与費として、３５２万６千円を減額計上するものでございます。 

内容としましては、４月の人事異動に伴うものでございます。 

２目文化センター費 １３節委託料及び１５節工事請負費に文化センター整備事業と

して、５１９万５千円を追加計上するものでございます。 

内容としましては、委託料は、この工事の設計業務委託料、工事は、市民文化会館の男

子及び女子トイレの入り口の改修とカウンター付き手洗いの設置であります。 

現在、壁によって通路がクランク状態になっており、また勾配がきつい入り口を、壁の

撤去でクランクを解消し、また緩やかな勾配にするため、追加するものであります。 
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なお、この工事としましては、７７０万円を積算しておりますが、既に執行しておりま

す工事請負費の受け差分の３００万円を差し引き、４７０万円を計上しております。 

５目図書館費 ２節給料 ３節職員手当等及び４節共済費に職員給与費として、３１

万５千円を追加計上するものでございます。 

内容としましては、４月の人事異動に伴うものでございます。 

９目歴史文化費 １９節負担金、補助及び交付金に指定文化財等補助事業として、１６

万６千円を追加計上するものでございます。 

内容としましては、平成３１年１月に雪の重みで捻転した市指定天然記念物「越井坂の

アカマツ」の保存のためであります。 

公益財団法人山形県みどり推進機構の助成金を除いた残額に対し、１／２を補助する

ため、追加するものであります。以上でございます。 

 

〇小泉 尚スポーツ振興課長 

  続きまして、５項保健体育費 １目保健体育総務費になります。職員給与費につきまし

ては学校教育課、生涯学習課と同様に今年４月の人事異動による予算科目間の人件費の

調整によるものでございます。職員給与費６７１万５千円を計上するものでございます。 

  続きまして、保健体育総務事業につきましては先ほどの歳入でもご説明申し上げまし

たが、寒河江市体育振興公社の残余財産７３１万３千円をスポーツ振興基金への積立金

として計上するものでございます。 

  また、社会体育施設管理運営事業につきましては、１０月の消費税率引き上げに伴いま

して、指定管理を行っている体育施設の委託料について５５万７千円を追加計上するも

のでございます。以上、よろしくお願いいたします。 

 

〇軽部 賢教育長 

  それではただいまの説明について、質疑、意見等はありませんか。 

 

〇髙橋まり子委員 

  ４ページ、２項の小学校費の管理事業のところで、防犯カメラの設置、と説明がありま

したが、これは市内の小中学校どこも防犯カメラがついているということなのですか。 

 

〇大沼利子学校教育課長 

  小中学校１３校あるうち、防犯カメラがついている学校は寒河江小学校と柴橋小学校

と幸生小学校の３校だけとなっております。これらの学校になぜ防犯カメラがついてい

るのかと申しますと、職員室が２階にある等で、職員室から昇降口が見えない学校だから

です。昇降口に入っても、だれの目にも触れずに校内に侵入することが可能だということ

で防犯カメラが既に設置されているのですが、ほかの学校にはまだ設置されておらず、５
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月に通学路上の事件がありましたが、不審者等の情報もまた出ておりますので、安全上の

理由のため防犯カメラを設置するということで、今回対応したところであります。 

 

〇國井晴彦委員 

  カメラ代や工事代はそんなにかからないと思いますが、画像を保存したりインターネ

ット上に上げたりとかその辺の経費はどうなるのでしょうか。 

 

〇大沼利子学校教育課長 

  それらも含めてのものであります。防犯カメラは昇降口に録画をするものがつきまし

て、それが職員室のモニターに繋がっていて、随時職員室で昇降口の様子が確認できるよ

うなものとなります。ただ記録だけでは危険が起きた場合、すぐ対応することはできない

ので必ず職員室で昇降口の様子が確認できるようなものを考えております。 

 

〇國井晴彦委員 

  どこからでも見ることができるというものではないのですね。例えば、ネットに上げて、

市役所などから学校の様子が見れるなどいうものではないのですね。 

 

〇大沼利子学校教育課長 

  そこまでのものは考えておりません。あくまでも職員室モニターと昇降口のカメラの

設置までと考えております。 

 

〇國井晴彦委員 

  カメラに関してですが、安全のために設置するのはいいのですが、撮られる側も最近意

識し始めていて、カメラを設置すると、何を撮っているのか、等そういうクレームも出て

いるようで、いろいろ対策を考える必要もあるのではないでしょうか。 

 

〇大沼利子学校教育課長 

  街中には様々な死角があると思いますが、そういうところに防犯カメラをつけた場合

はやはりそういった苦情が出るかとは思いますが、今回についてはあくまで昇降口の中

に入ってくる人をとらえるというのが目的ですので、それはご理解がいただけるのでは

と考えております。 

 

〇軽部 賢教育長 

  他に何かございますか。なければ、採決したいと思います。 

議第２８号「令和元年度教育費補正予算案に対する意見の申出について」を原案のとお

り決定することにご異議はありませんか。 
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   （一同、異議がない旨の返答） 

 

議第２８号は、原案のとおり決定いたしました。 

続きまして、追加議案となります、議第２９号「消費税の税率の改定に伴う使用料等に

係る関係条例の整理に関する条例の制定に対する意見の申出について」を議題とします。 

事務局より説明をお願いします。 

 

〇大沼利子学校教育課長 

 議第２９号についてご説明します。 

本年１０月１日より消費税が１０％に改定されることに伴い、各施設の使用料につい

ても改正を行うものです。 

施設の使用料等については学校教育課、生涯学習課、スポーツ振興課のそれぞれの改定

後の使用料について議案としてお手元に配布しておりますが、消費税については平成２

６年４月に５パーセントから８パーセントに税率が改正されましたが、その時、市の施設

に関しては使用料の改正を行わず、据え置きとしております。そのため、今回については

５パーセントから１０パーセントの改正、５パーセント相当額として、各施設の使用料に

ついては１０円から１０，２５０円までの幅で引上げを行うものです。 

以上、よろしくお願いいたします。 

 

〇軽部 賢教育長 

  ただいまの説明について、質疑、意見等はありませんか。 

  なければ、採決したいと思います。 

議第２９号「消費税の税率の改定に伴う使用料等に係る関係条例の整理に関する条例

の制定に対する意見の申出について」を原案のとおり決定することにご異議はありませ

んか。 

 

   （一同、異議がない旨の返答） 

 

  議第２９号は、原案のとおり決定いたしました。 

本日予定しております議案については以上になりますが、皆さんからその他として何

かございませんか。 

他になければ、以上で教育委員会を閉会したいと思います。ありがとうございました。 

 

５ 閉 会   午後２時２２分 


