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平成２９年２月１３日（月曜日） 寒河江市教育委員会 

 

○ 出席委員（教育長・委員４名） 

教育長 草 苅 和 男   委 員 菊 地 道 子   委 員 松 田 彌生子 

委 員 鈴 木 淳 一   委 員 國 井 晴 彦 

 

○ 欠席委員 (０名) 

 

○ 事務局職員の職氏名 

学校教育課長 山 田 健 二   管理主幹     佐 藤  肇 

生涯学習課長 高 林 雅 彦   スポーツ振興室長 鈴 木  隆 

 

○ 委員会日程 

 

 教育委員会日程                  午後１時３０分  開 議 

 平成２９年２月１３日（月曜日）          市役所４階 ４０１会議室 

 

 １ 開 会 

 

 ２ 議事録承認 

 

３ 教育長報告 

 

４ 議 事 

議第１号 寒河江市公民館に関する条例の一部改正に対する意見の申出について 

議第２号 平成２８年度教育費補正予算案に対する意見の申出について 

議第３号 平成２９年度教育費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 

○草苅和男教育長 

  ただ今から、教育委員会を始めたいと思います。 

 

２ 議事録承認 

○草苅和男教育長 

  初めに、前回の会議録の承認について、お願いをいたします。 

 （前回会議録を回覧の上、出席委員が署名を行った。） 

 

３ 教育長報告 

○草苅和男教育長 

それでは続きまして、教育長報告になりますが、前回以降の主なものについてご報告

を申しあげます。 

１月２０日、市議会議員懇談会が行われまして、その中で慈恩寺保存活用計画案につ

いてご説明を申し上げたところであります。特に質問、意見としていただいたことは、

保存活用という中身について、活用の部分が少ないのではないか。もっと活用に費用を

かけてもらいたいというようなご意見・ご要望がありました。 

１月２５日、これを受けまして、第９回慈恩寺保存活用計画の発起人会が開催されて

おります。そこでは計画の最終回ということで、今後文化庁の担当の方などからの指摘

で修正を必要する場合がありますので、その部分は委員長預かりということで一任を

いただいたところであります。 

２月１日、県教育委員会から訪問を受け、学力向上についての話し合いを持ちました。

県の取組や市の取組について意見交換をし、今後県も市町村も頑張ってやっていきま

しょうということであります。 

２月５日、美術館におきまして、第５回アートツリー山形のオープニングセレモニー

が行われ、２月２７日まで特別企画展が行われております。これはご存知のように障害

のある方もない方も一緒になって、それぞれの作品を展示して交流を深めるもので、期

間中３回のイベントが用意されているということであります。県内外から２０名の作

家、２００点が出品されております。 

２月７日、村山地区の教育懇談会ということで、県教育長・教育委員の方と村山地域

の７市７町の教育委員会の方々が集まって、話し合いを持ったところであります。テー

マは、グローバル化に対応した教育ということで、特に英語教育についてそれぞれの県、

市が説明をして、短い時間でしたが協議したものであります。 

２月８日、第２回いじめ問題対策連絡協議会が開催されまして、本市の状況、情報交

換等を含めまして行いました。 
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２月１０日、山形県の市町村教育委員会連絡協議会教育長会の総会ということで、山形

市で行われました。来年度の教育委員会大会は村山市で行われる予定であります。再来年

は西村山となるそうであります。今後どこで開催するか検討することになります。 

  ２月１２日、市公民館大会が行われ、６１の分館、分館長、主事等役員の方中心に、約

１３０名参加していただきました。以上報告を申しあげました。 

  何かございましたら、お願いいたします。 

 

○松田彌生子委員 

県教委との学力向上の話し合いについて、どの様なご意見があったか、もう少し詳しく

説明をお願いします。 

 

○山田健二学校教育課長 

  ヒアリングが行われました。今回の全国学テの状況を受けて、それに対して市町村では

アクションプランを策定し、それを公表している訳でありますが、その取組についてのア

ドバイスを戴いたということであります。もう一つは公表についてでありますが、どのよ

うな形で公表するのかということに対して、こちらからもご意見を述べさせていただい

ている訳ですが、それを全市町村から聴取して判断するということであります。本市とし

ては、優れた取り組み事例を紹介してもらうことは大変良いことであると思います。 

 

○松田彌生子委員 

  毎年ヒアリングにいらしているのですか。 

 

○山田健二学校教育課長 

  はい、そうです。 

 

○草苅和男教育長 

  他は、いかがでしょうか。 

 

○菊地道子委員 

  村山地区の教育懇談会で話し合われたグローバル化に対応した教育については、特に

英語教育についてどのような内容だったのですか。 

 

 

○草苅和男教育長 

  英語教育について、市町村はどのように取り組んでいるか、ということです。例えば英

語合宿をしているとか、英語検定を奨励して、３級以上５０パーセントという国の目標に
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到達できるように頑張っていくとか、英語教諭の資質向上を図るとか、今度始まる小学校

英語への取り組み方などについて、それぞれの市でどの様になっているのか等について、

話しがあったということです。 

 

○菊地道子委員 

  寒河江市はどうですか。 

 

○草苅和男教育長 

  県内で一番先進的なところと言えば、県が指定した鶴岡ですが、小中高大が連携した英

語教育を何年間か試験的にやっていることから鶴岡プランと言われており、我々も学べ

る所は学ぶということです。村山管内ではそのような事例がないので、それぞれの市町村

の取組が話されたということです。 

 

○菊地道子委員 

  いじめ問題対策委員会でお話を伺ったということですけれども、簡単に内容をお話し

いただきたいのですが。 

 

○山田健二学校教育課長 

  いじめの定義について子どもの側から捉え直してはどうかというご提案です。今のと

ころいじめは、こういうレベルで相手が嫌がったら、それがいじめですよとなります。い

じめを行為の面から判断するという、文科省の定義の仕方ですが、そうではなくて子ども

の成長の面から、いじめを捉えていこうということです。子どもを成長させるという捉え

方から、どうすべきかというお話が中心でした。 

 

○草苅和男教育長 

  高林課長。公民館大会終了後、懇談会、懇親会をしてましたよね。 

 

○高林雅彦生涯学習課長 

  はい。約６０名の参加がありました。 

 

○草苅和男教育長 

  よろしければ、以上で報告を終わりたいと思います。 
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４ 議 事 

〇草苅和男教育長 

それでは、議事に入りたいと思います。 

まず初めに、議第１号寒河江市公民館に関する条例の一部改正に対する意見の申出に

ついて、を議題といたします。事務局より説明をお願いします。 

 

○高林雅彦生涯学習課長 

議第１号寒河江市公民館に関する条例の一部改正に対する意見の申出について、ご説

明を申し上げます。 

東部地区公民館の分館である、下河原分館の所在地変更に伴い、所要の改正をしようと

するものであります。現在の分館は、昭和１７年建築で耐震補強の必要性があることや、

都市計画道路の予定路線上にあるため、もう一つの既存の集会施設である、平成４年に建

築されました、下河原集落センターを新たに分館としようとするものでございます。よろ

しくお願いいたします。 

 

〇草苅和男教育長 

それでは、ただいまの事務局からの説明について、ご意見、ご質問等ありましたらお願

いいたします。 

よろしいですか。なければ、採決をしたいと思います。 

議第１号寒河江市公民館に関する条例の一部改正に対する意見の申出について、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) 

それでは、議第１号は、原案のとおり決定いたしました。 

続きまして、議第２号平成２８年度教育費補正予算案に対する意見の申出について、こ

れを議題といたします。それでは、事務局より説明をお願いします。 

 

○高林雅彦生涯学習課長 

議第２号平成２８年度教育費補正予算案に対する意見の申出について、ご説明を申し

上げます。５ページの方をご覧いただきたいと思います。 

まず、歳入の方からご説明を申し上げます。 

１９款６項４目雑入２節雑入ですが、スポーツ振興基金助成金を、７，９８７万５千円

から６，３８８万８千円に１，５９８万７千円を減額しようとするものでございます。 

これは現在工事中の、市民体育館の改修工事へのスポーツ振興金助成金の助成割合が

減少したことにより減額しようとするものです。 

これに対応するため、２０款市債１項８目教育費３節保健体育費を１，２００万円追加

し、４，８１０万円とするものでございます。以上、よろしくお願いいたします。 
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〇草苅和男教育長 

それでは、ただいまの事務局からの説明について、ご意見、ご質問等ありましたらお願

いいたします。 

 

○菊地道子委員 

１，５９８万７千円減額になって、１，２００万円増額補正となっていますが、その

差額はどうなるのですか。 

 

○高林雅彦生涯学習課長 

減額になった助成金分全額に対して、補填になる訳ではありませんので、その差額につ

きましては、一般財源で市の持ち出しになります。 

 

〇草苅和男教育長 

他にいかがでしょうか。 

よろしいですか。なければ、採決をしたいと思います。 

議第２号平成２８年度教育費補正予算案に対する意見の申出について、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) 

それでは、議第２号は、原案のとおり決定いたしました。 

続きまして、議第３号平成２９年度教育費予算案に対する意見の申出について、を議題

といたします。それでは、事務局より説明をお願いします。 

 

○山田健二学校教育課長 

６ページをお開き戴きたいと思います。 

議第３号平成２９年度教育費予算案に対する意見の申出についてでございます。提案理

由につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定より、平成２

９年度教育費予算案について、市長より意見を求められたことによるものであります。 

議案の１０ページから示させていただいておりますが、かなりの分量がございますので、

主なところを別冊の平成２９年度主要事業の概要（案）でまとめてお示ししておりますので

こちらをご覧ください。 

この資料では、事業ごとに事業内容や予算内訳をまとめてみましたので、こちらで説明

させていただきます。この別冊資料もかなりの量がありますので、この中でも主なものをご

説明申しあげますのでよろしくお願いいたします。 

それでは、別冊資料の１ページをご覧ください。 

教育相談事業の４３１万２千円ですが、内容としては教育相談室の設置運営に関するも

の、あるいは寒陵スクールの設置運営に関するものとなっております。教育相談員１名と訪
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問相談員２名を現在配置しておりますが、その報酬賃金等に係るものとして予算を計上し

ております。 

学習補助員配置事業の１，９４５万３千円ですが、これは支援が必要な児童生徒、通常の

学級にもおりますが、学習指導や集団適応指導等を必要とするというときに教員の他に市

から学習補助員として配置をしているものであります。現在配置している学習補助員と同

数の配置を予定しておりますが、有効な教員免許を有する者の賃金単価を時給８７０円か

ら１，０００円にしたことにより増額となるものです。 

夢・未来・学校づくり支援事業の３００万円ですが、こちらはふるさと学習実践事業や基

本的な生活習慣を身に付かせる活動、命と生き方を大切にする活動等、豊かな心と健やかな

体づくり事業に補助金を交付するものです。 

学力向上推進事業の７２９万円ですが、Ｑ－Ｕと一般的に言われる学級集団実態調査、

ＮＲＴと言われる学力調査、知能検査等の実施によって児童生徒の確かな学力を育成する

という事業の予算であります。特に、このたびは新たに、小学校５年生から中学校３年生ま

での全クラスで新聞を購読し、授業で活用することで学力向上を図るものです。 

スクールバス運行事業の７１６万４千円ですが、この事業は幸生・田代地区の児童生徒

の送迎、保育所園児の通園時の送迎に加え、校外学習活動や部活動、交流学習でもスクール

バスを利用する事業ですが、委託料の単価上昇により増額となるものです。 

続きまして、２ページをご覧ください。 

英語力育成事業でありますが、ＡＬＴが３名になり、３名ともに２９年度も引き続き寒

河江市で指導いただけるということで、帰国旅費等が減額となるものです。 

３ページをご覧ください。 

教育研究推進事業の８５万２千円ですが、研究委嘱校をこれまでの１校から中学校区ご

との委嘱に変更し、小中が連携した学力向上の取り組みを行うことから、学校教育研究活動

負担金を学力向上推進事業から移動したことにより増額となったものです。 

小学校管理事業の１億８，６４４万円ですが、西根小学校暖房ボイラー及び煙突更新工

事、小学校中学年等の女子トイレ洋式便器増設工事など市内小学校の維持管理等に係る経

費が主なものであります。 

学校給食事業の１億８０１万２千円ですが、新たに小学校給食費の保護者負担分を助成

することで増額となるものです。 

最後に、４ページをご覧ください。 

中学校管理事業の１億４，０１８万６千円ですが、特に中学校３年教室等の空調設備整

備工事に係る経費により増額となるものです。 

学校給食事業の１億８，９２２万４千円ですが、１食当たりの単価を改定することによ

り、食材購入のための賄材料費が増額となるものです。 

概略の説明でありましたが、後ほど質問があれば詳細についてお答えしたいと思います。

以上、学校教育課分であります。 
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○高林雅彦生涯学習課長 

それでは続きまして、生涯学習課分についてご説明申しあげます。 

主な事業や変更点等ご説明を申しあげます。 

６ページをご覧いただきたいと思います。公民館整備事業、１，５１４万８千円ですけ

れども、公民館整備に対する補助金であります。平成２８年度からエアコンやＬＥＤ等の

メニューを追加いたしまして、平成２９年度の要望を調査したところ、計２０件の要望が

あり、要望通り計上したものであります。 

７ページをご覧いただきたいと思います。文化センター整備事業１，６６６万５千円で

すが、文化センターの冷房用クーリングタワーや市民文化会館の空調用ダクト改修工事、

文化センター１階事務室脇のトイレ改修工事等となっております。芸術文化振興事業１，

０７８万８千円ですが、慈恩寺コンサート、二胡の競演、落語公演、幼児演劇教室、更に

若手音楽家のコンサートを予定しているものでございます。寒河江さくらんぼ大学推進

事業３３８万８千円ですが、４年目を迎えまして通常の学部を７学部から６学部とし、新

たに慈恩寺に関する大学院、並びの人材育成のための仕掛けマスター養成講座を設ける

ものでございます。また開講式には、バルセロナオリンピック、金メダリストの岩崎恭子

さんから講演をいただく予定でございます。 

８ページをご覧いただきたいと思います。読書普及事業２６４万６千円ですが、図書館

まつりや読書講演会、全国俳句大会など例年どおりのイベントのほか、東北芸術工科大学

の学生とジョイントした企画を新たに実施していく計画でございます。勤労青少年ホー

ム運営事業３９万７千円ですが、ホーム利用者を中心とした若者の交流会を実施して、ホ

ーム活動の活性化を図っていきたいと考えております。市史編纂事業７０８万４千円で

すが、平成３０年発刊予定の市史別編環境・考古編の原稿執筆がメインの事業内容となっ

ています。 

９ページをご覧いただきたいと思います。史跡慈恩寺旧境内総合調査事業４３２万７

千円ですが、本年度完成予定の史跡慈恩寺旧境内保存活用計画を受けまして、一年間で整

備基本計画を策定する予定でございます。文化財保存活用事業１３２万７千円ですが、市

内の田植え踊りや大黒舞等、民俗芸能活動の映像化と種蒔桜の前の空き家の土地建物を

買収いたしまして、駐車場等を整備するための土地建物の鑑定料を見込んだものでござ

います。 引き続き、スポーツ部分については、鈴木室長方からご説明を申し上げます。 

 

〇鈴木隆スポーツ振興室長 

スポーツ部門につきましては、私くしの方からご説明を申し上げます。 

保健体育総務費事業でありますけれども、４２４万５千円については来年度から新た 

 にスポ―ツ推進計画に従って競技力向上を目指すということに特化した事業であります。 

生涯スポーツ振興事業の中で、生涯スポーツ推進事業委託料は、新たな委託料です。 
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今現在体育協会が法人化を目指して、頑張っている状況にあるので、様々なスポーツ事

業を担っていただきたいということで、新たに設けた内容であります。 

次に１０ページの方をご覧いただきたいと思います。社会体育施設管理運営事業６，５

２４万８千円については、市民体育館と屋内多目的運動場の指定管理料になっておりま

す。市民体育館については、あと２年、平成３０年度まで市の体育振興公社に指定管理を

お願いしております。また多目的屋内運動場・チェリーナ寒河江の方は、２９年度から新

たに５年間、指定管理ということで委託しようとするものであります。体育施設整備事業

５３５万２千円ですが、今現在体育館アリーナの方を改修しておりますけれども、今年の

インターハイに向けて、トイレの洋式化６カ所を改修しょうとするものであります。その

他バレーボール競技を実施しますので、関連備品としてバレーボール支柱や審判台の購

入を考えております。 

地域スポーツ活性化推進事業８４８万３千円はスポーツ推進計画の目的達成に向けて、

特にインターハイ開催の負担金３５０万円は、山形市、天童市、寒河江市の３会場で実施

しますけれども、試合数に応じた按分の負担となっております。あとはサウンド卓球台の

購入で、障がい者スポーツの振興に努めて行こうということであります。 

 

〇草苅和男教育長 

ただ今、それぞれから説明をもらいましたけれども、これについてご質問ご意見等をお

願いしたいと思います。まず学校教育課分から先にお願いいたします。先程の主要事業か

ら言えば５ページまでですね。 

 

〇松田彌生子委員 

  英語力育成事業について、ＡＬＴの方が帰国をしないので旅費分減額になったという

説明でしたが、先日の資料でさがえっ子英語教育の推進という素晴らしい資料をいただ

いて、２９年度から市の英語力を向上させるために、プロジェクトチームを立ち上げて会

議を開いて様々な取り組みを行うという考えをご提案なされたのですが、このことにつ

いてお金を使うということはできないのでしょうか。 

 

○山田健二学校教育課長 

横書きの資料に、主だった予算の内訳が記載されておりますが、いま言われたことは全

て含んでおります。ＡＬＴの方が帰国しなくなったので、その分浮いたことはその通りで

す。単年度契約ですので、帰国する可能性は常にあるわけですが、２年居てくださること

になったので、その分が減額になっております。イングリッシュデーについても事業を行

いたいことで、予算を付けていただいております。英語について小中連携を話し合う会議

ですけれど、予算を伴うものではなくて、今ある先生方の会議をそのような形で機能させ

ていくということですので、取り立てて予算が必要というものではありません。 
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〇松田彌生子委員 

  負担金と言うのは、どういう内容ですか。 

 

○山田健二学校教育課長 

  ＡＬＴ国際交流等協会負担金等になっております。 

 

〇草苅和男教育長 

  ＡＬＴの国際交流協会負担金やイングリッシュディの費用は、同じところにまとめて

あるだけですね。 

 

○山田健二学校教育課長 

英語力育成事業の中に、イングリッシュディがあります。 

 

〇草苅和男教育長 

報償費３万円、消耗品もありますが使用料賃借料は何に使われるのですか。 

 

○山田健二学校教育課長 

  ＡＬＴのタクシー借上げ料等です。 

 

〇草苅和男教育長 

英語力育成事業の中に、ＡＬＴの分とそれ以外のものが一緒になっているのですね。 

 

○山田健二学校教育課長 

ＡＬＴだけの事業ではありません。 

 

〇草苅和男教育長 

  イングリッシュディとか、先生の指導力向上なども一緒になっているのですね。 

 ところがＡＬＴの給料は、この事業には入っていないようです。ほかにありませんか。 

 

〇國井晴彦委員 

  英語力育成事業についてですが、寒河江ロータリークラブに台湾から１５名位の子ど

も達を呼んで、ショートステイということで我が家にも１４歳、１５歳の子どもを４日間

預かったのですが、向こうは北京語なので会話は英語で行いましたが、英語を聞いている

と非常にレベルが高いと思いました。発音が非常に流暢なので、なんでこの子たちはきれ

いな英語を話せるのかと思いました。うちの子が間に立って通訳しましたが、小学校や中
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学校でバンバン詰め込むのではなくて、教育の方向が違うのではないかと思いました。も

ちろん、国の置かれている立場が不安定なので、英語を使ってほかの国とも交流を図ると

いうことはあると思いますが、特に文法とか熟語などのペーパーではなくて、コミュニケ

ーションや会話能力を高めていくようなことをやっていかないと、いつまでたっても日

本の英語能力は上がってこないのではないかと感じました。育成事業予算もそんなこと

を考えていっぱい投入してほしいと感じているところです。 

 

〇草苅和男教育長 

  ほかにいかがでしょうか。 

 

〇鈴木淳一委員 

  外国人子女等対策事業の中の日常会話能力が不足している子がいるように書かれてあ

りますが、何名に対して、また母国語というのがどこの国をさしているのかについてお伺

いしたい。 

 

○山田健二学校教育課長 

  現在は該当者がおりません。以前、中国からの子女で日本語ができないという時に、中

国語と日本語が出来る方を、慣れるまで付けたということがありました。その後どこの国

から誰が入ってくるかわからないので、前もって予算組しておかないと、年度の途中で来

た時の困ってしまいますので、その額を確保しておくということです。 

 

〇草苅和男教育長 

  ほかにいかがでしょうか 

 

〇國井晴彦委員 

  小中学校ＩＣＴ活用支援事業で、支援業務委託料とは主に何のことですか。 

 

○山田健二学校教育課長 

  これは、ＩＣＴ活用ということで、いろんな学校にＩＣＴが入っており、中にバージョ

ンアップしたり、メンテナンスが必要となるなど、いろんなことが起きますので、ＮＴＴ

の方を一名雇用して派遣をするという形で行っております。以前は、国の事業としてあり

ましたが、打ち切りになった後、規模を縮小して市の単独で行っております。 

 

〇草苅和男教育長 

  これは何か月分ですか。 
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○山田健二学校教育課長 

  予算要求としては、一年分したのですが、２か月分となっています。 

 

〇草苅和男教育長 

  ほかにいかがでしょうか。後で気づきましたら、また学校教育の方に戻りますので。次

に生涯学習、生涯スポーツを含めてありましたらお願いいたします。 

 

○菊地道子委員 

  東部地区公民館と文化センターは、同じ施設なので、いろんな事業をするといろんなと

ころからお客様がいらっしゃるのですが、トイレは昭和の時代のままで、みんなから珍し

がられるんですが、表記も便所になっており，そこで去年県の大会をやった際、その表記

ことで驚ろかれました。いろんなところから人が来られるところなので、寒河江のイメー

ジのためにも何とかしていただけないかと思いました。 

 

○高林雅彦生涯学習課長 

  委員のおっしゃるとおりでございまして、私たちも認識しているところでございます。

施設自体が非常に古いものでございまして、今回上げているクーリングタワーを直さな

くてはならないとか、毎年どこかかしか修理が必要となっています。トイレについても見

積もっていますが、全面改修すると５０００万円かかると言われておりまして、来年度は

当初予算ではありませんが、身がい者のためのスロープの設置をさしあたってやってい

きたいということで考えております。便所という表記については、別にこちらの方で考え

させていただきたいと思います。 

 

〇草苅和男教育長 

  今のは文化会館の方のトイレのことを言ったのですか。 

 

○高林雅彦生涯学習課長 

  はい。そうです。中央公民館につきましては、男女１か所づつ洋式化を図っていきたい

と考えております。 

 

〇草苅和男教育長 

  一階のトイレも洋式化になるのですか。便器の数は少なくなりませんか。 

 

○高林雅彦生涯学習課長 

  これから検討する予定ですが、やはり洋式化するとスぺースが足りなくなるというこ

とで、内部の改造等も少し含めて考えていきたいと思います。 
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〇草苅和男教育長 

  要望があった洋式化ですからね。ほかにいかがでしょうか。 

 

○松田彌生子委員 

  図書購入基金というところですが、大沼文庫とか様々な文庫があるのですが、文庫基金

について、ちよっとお聞きしたいなと思います。 

 

○高林雅彦生涯学習課長 

  この基金につきましては、それぞれお名前があるとおりその方々から寄付を戴きまし

て、基金を作っているところでございます。財政課の方とこちらの方で協議いたしまして、

この年はこの基金をある程度使わせてもらって、図書購入費に充てさせてもらっており、

基金を取り崩しながら、事業費の方に充ておりますが、基金がゼロ円になっても、またそ

の方が寄付をして下さる場合が多いですので、それがずっと続いているという形になっ

ております。 

   

○松田彌生子委員 

  鈴木ブックスタートというのは、鈴木。 

 

○高林雅彦生涯学習課長 

  鈴木眼科さんです。 

 

〇草苅和男教育長 

  ほかにいかがでしょうか。資料がいろいろありますけれど、どちらからでも。それでは、

全体をとおして、学校教育課、生涯学習課、スポーツも含めていかがでしょうか。 

 

○松田彌生子委員 

  慈恩寺を広めるために、様々な活動をされていて、私も時々友達と会ったりすると、寒

河江の慈恩寺ってすごいんだよねと言われて、一生懸命知る限り知ってる方に宣伝して

います。先日図書館に行きましたら、パンフレットが置いてありまして、慈恩寺活性化セ

ンターで食事等を出していただき、２０００円でコースを回れるイベントがあると、チラ

シを見て初めて分かりました。その友達もネットを見れば慈恩寺のことが色々わかるか

らと言っていました。あのように図書館に置かれているプリントみたいなものを、寒河江

市にだけでなく、例えば東根市役所とか文翔館あたりに置くとかして、チラシ活動、広告

活動みたいなものを広くすると、もっともっと慈恩寺を知っていただける、人が集まって

くるのかなと思ったところですが、いかがでしょうか。 
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○高林雅彦生涯学習課長 

  去年、皆さんから登っていただいたコースについては、その前後に市の方で委託料を払

って、ずっと山の峰を通って奥の三業地区まで行く慈恩寺ウォーキングということで、２

回やっております。そのほかに今おっしゃったのは地元の方、慈恩寺振興会で主催して慈

恩寺ボランティアの方が慈恩寺近辺を歩いて食事を出すというものでございます。予算

的にはこちらは入っていなかったと思いますが、やはりそういったことを広めるという

ことは、必要なことと思いますので、慈恩寺関係者と協議して広報に力を入れてまいりた

いと思います。 

 

〇草苅和男教育長 

  全体を通して、ほかにいかがでしょうか。。 

  先程、さくらんぼ大学が７学部から６学部になると説明がありましたが、何がなくなる

のですか。 

 

○高林雅彦生涯学習課長 

  それは、これから決めることになっています。中央公民館の持ち分が減るのかなと思っ

ています。 

 

〇草苅和男教育長 

  仕掛マイスターとはどんな事業ですか。地域起こし隊みたいな人をイメージしている

のですか。 

 

○高林雅彦生涯学習課長 

  必要な人とそれに参加したい人を結びつけるコーディネーター的な人ですが、それよ

り一歩踏み込んだ仕掛けが出来るような人を育てたいと考えています。 

 

〇草苅和男教育長 

  結婚ではないでしょう。 

 

○高林雅彦生涯学習課長 

  なに、という定義はありません。福祉部門でもいいし、運動部門でもいい、文化部門で

もいいです。生涯学習課の方で要望を出したというよりも、ほかの課で出したアイデアが、

それならさくらんぼ大学の方がいいということになったものです。内容はこれから詰め

ていきたいと考えています。そういった中身をＮＰＯ法人に委託しまして、そちらの方で

講座を開設していただけることになっています。 
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〇草苅和男教育長 

  さくらんぼ大学のチラシを作る時に、仕掛けマイスターと聞かれても答えられないの

で、これからのネーミングでしょうが、ちょっと分かりづらいと思います。 

 

○高林雅彦生涯学習課長 

  募集が難しいのかなと正直思っています。 

 

〇國井晴彦委員 

  公民館整備事業ですが、公民館を年配の方が使用する割合が多いと思いますが、地域の

古い公民館は、畳の部屋が非常に多いのでどうしても、どっこいしょとなって、一旦座る

と立ち上がりが困難な方も多いのではないかと思われますが、椅子とか座椅子の購入が

できるメニューを追加してくれとかの意見はでていなものでしょうか。 

 

○高林雅彦生涯学習課長 

  そういう話はございますけれども、あくまでも公民館整備事業につきましては、あくま

でも備品や消耗品関係は認めていない、あくまでも建物に関わるものとしています。 

  但し、宝くじの方でやっている助成事業では、それらのものも認められており、現在平

成２９年度に向けて市内３か所より要望が出ております。それなりに費用が掛かるもの

であれば、そちらの宝くじの方の助成を検討していただければなと思っています。 

 

〇國井晴彦委員 

  そのことは 分館の方はご存じなのでしょうか。 

 

○高林雅彦生涯学習課長 

  そちらの方は、積極的に宣伝している段階ではありません。 

 

〇草苅和男教育長 

  ほかにいかがでしょうか。 

  公民館整備事業の欄、右側に記載されているのは、平成２９年度にやる予定のものとい

うことですか。 

 

○高林雅彦生涯学習課長 

  記載されているものは、内示の段階で認められているものということです。 

 

〇草苅和男教育長 
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  学校教育、生涯学習、スポーツについてよろしいでしょうか。 

  それでは、いろいろ質問をいただきましたけれども、なければ採決をしたいと思います。 

議第３号平成２９年度教育費予算案に対する意見の申出について、原案のとおり決定

することに、ご異議はありませんか。 

 (異議なしの声あり) 

それでは、議第３号は、原案のとおり決定いたしました。それでは以上で、提出された

案件は全て審議されましたが、皆さんから何かありますか。 

なければ、以上で教育委員会を閉会と致します。ありがとうございました。 

 

５ 閉 会   午後２時３４分 


