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令和３年１１月２２日（月曜日） 寒河江市教育委員会 

 

○ 出席者（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 佐 藤   肇   指導推進室長   大 竹   純 

スポーツ振興課長 小 泉   尚   生涯学習課長補佐 佐 藤 陽 一 

 

○ 委員会日程 

 

 教育委員会日程                 午後１時３０分 開 議 

 令和３年１１月２２日（月曜日）        寒河江市立図書館２階会議室 

 

１ 開 会 

 

２ 議事録承認 

 

３ 教育長報告 

 

４ 議 事 

 

議第３８号 令和３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３９号 寒河江市屋内多目的運動場に係る指定管理者の指定に対する意見の申出に 

 

ついて 

 

 

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 

○軽部 賢 教育長 

 それではただ今から、１１月の定例教育委員会を始めます。よろしくお願いします。 

 

２ 議事録の承認 

○軽部 賢 教育長 

 初めに、前回１０月２０日の会議録の承認についてお願いします。 

 （前回の会議録を回覧の上、全出席委員が署名を行った。） 

  

３ 教育長報告 

ありがとうございました。続いて、教育長報告を行います。 

１０月２１日からになります、９時３０分、(仮称)「さがえ未来コンソーシアム」構想

について、市長、副市長に課長、室長とレクチャーを行っています。コンソーシアムの性

格や事業内容、加入組織等について助言をいただきながら、協議をしました。 

１３時３０分、陵西中学校で「被爆ピアノ平和コンサート」を参観させていただきまし

た。２０２０年公開の映画「おかあさんの被爆ピアノ」のモデルとなった広島市在住の被

爆ピアノ管理所有者である調律師の矢川光則様の講演、ピアニストの近藤阿由良様による

ピアノ演奏がありました。 

１０月２２日になります、１２時から、阿部高典指導主事の御母堂(柿﨑正子様)の葬儀

に会葬しています。新庄市の「エヴァホール新庄」になります。 

１０月２４日８時１０分から、グリバーさがえで開催されました、第６６回寒河江市一

周駅伝競走大会の代替大会「寒河江たすきリレーマラソン２０２１」を観戦しました。陵

西中の小野校長も来ておりまして、来年度の地区中学校駅伝競走大会をグリバーで出来な

いかと、その可能性について協議をしております。 

１０時１０分から、長岡山駐車場で開催中の「サガエ・スケートボード・ビギナーズ・

スクール」を参観しております。小学生以上が２０名、最高齢は５５歳男性ということで

ありました。 

１０月２５日９時３０分、県教育庁義務教育課の高畠指導主事へ、陵東中学校の「郷土

Yamagataふるさと探究コンテスト」の審査結果について問い合わせたところ、取組みの途

中でもあり、残念ながら、最終審査会へは進出できないということでありました。ただ、

企業と連携した探究型学習は先進的であると評価していただきました。 

１１時からのジョイントミーティングで、ストライダーやスケートボード、たすきマラ

ソンリレーの取組みになどに触れ、「歩く」「走る」「自転車」「スケートボード」につい

て、年代ごと、競技スポーツや健康づくりなどについて、グランドデザインすることで、

交流人口拡大と市民の健康増進につなげる取組みを推進してはどうかとお話させていただ

きました。 
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１１時３０分から、指導推進室長、大久保指導主事と打合せを行って、県教育委員会の

定期調査があって、男女混合名簿の推進状況というのが、調査項目にあるのですが、まだ

まだ進んでいないということで、推進していくことを確認したところです。 

１３時３０分から、山形県博物館連絡協議会研修会が慈恩寺活性化センターで開催され

ております。研修では、本山慈恩寺館長の大江幸友様より、倒壊した市指定文化財「木造

持国天立像」の修理費の調達にクラウンドファンディングを活用したということで、その

概要、活用しようとした理由や意図、苦労された点などについて御講演をいただきまし

た。参加者の方は大変興味深く聞いておりました。 

１０月２６日９時から、國井輝明市議会議長と面会して、「(仮称)さがえ未来コンソー

シアム」構想についてご意見聴取をさせていただきました。「考え方には賛成だが、一般

社団法人化するのは難しいのではないか」とのアドバイスをいただいております。また、

「企業経営者と意見交換することも有効ではないか」というご助言をいただきました。 

１０時から、鈴木食品製造㈱柴田剛取締役を訪問して、「(仮称)さがえ未来コンソーシ

アム」構想について、説明申し上げ、アドバイスをいただきました。「市商工会には、ほ

とんどの企業が加入しているので、行政と市商工会で事業を展開したほうがいいのではな

いか」とアドバイスをいただきました。 

１１時３０分から、阿部清議員と面会して、陵東中学校の議員懇談会で、企業と連携し

た探究型学習について話題になって、成果があるということなので、他の中学校にも進め

てほしいという意味で、一般質問するということでありました。また、西根保育所の建て

替えについても意見交換をしております。 

１０月２７日９時から、「さがえ元気づくりＡＷＡＲＤ２０２０」選定会議に出席しま

した。 

１４時から、勤労青少年ホームで、寒河江市放課後子どもプラン運営委員会に出席しま

した。教育長挨拶の中で、放課後子ども教室を訪問して感じたことや、令和２年度の文科

省調査における、本市のいじめの認知件数にも触れております。山田智海委員長を座長

に、令和３年度事業計画(事業概要、５放課後子ども教室実施予定、１６放課後児童クラ

ブ実施状況)について協議をしております。 

１０月２８日１２時５０分から、朝日町教育委員会文化財保護委員の研修で、 慈恩寺

テラスへの訪問があり挨拶をさせていただきました。挨拶の中で、慈恩寺テラスの概要や

市の文化財保護活用の施策、大河ドラマを契機とした事業などについて説明いたしまし

た。慈恩寺振興課渡辺補佐より慈恩寺テラスの概要等について、資料をもとに詳しく説明

させていただき、その後、施設内の説明を保科主事よりさせていただいたところです。  

１４時５０分、村山教育事務所田中克所長による佐藤恒雄様(元陵南中学校長)への高齢

者叙勲(瑞宝双光章)伝達に、随行させていただきました。その後、大築孝也様(元柴橋小

学校長)への死亡叙勲(瑞宝双光章)及び叙位(正六位)伝達に、御自宅に随行させていただ

いて、奥様と娘さんより対応していただきました。 
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１６時３０分から、令和３年度山形県教育委員会職員表彰式を行っております。寒河江

小学校今野郁子教諭、白岩小学校小川広道教諭が該当ということで表彰状を授与させてい

ただいております。 

１０月２９日９時から、西村山教育長会学校訪問を柴橋小学校で行いました。各町教育

長からは、かつてのイメージとは異なり、子ども達が落ち着いているということで、肯定

的な高い評価をいただいたところです。 

１３時４５分から、陵南中学校創立５０周年記念式典に出席しております。寒河江市長

祝辞の後、佐藤繊維株式会社代表取締役佐藤正樹氏(第１１回卒業生)による「寒河江市か

ら世界に羽ばたく」という記念講演がありました。また、羽陽学園短期大学教授高橋寛氏

(第１回卒業生)とご家族様、鈴木布美子(ピアニスト)による記念のコンサートが行われて

おります。 

１０月３０日１１時３０分から、県総合運動公園・ＮＤソフトスタジアム山形で開催さ

れた第３７回東北中学校男子駅伝競走大会を観戦しました。陵南中学校が出場しました

が、サッカークラブチームに在籍する主力選手が抜けて、結果的には後ろから二番目の成

績だったようです。 

１３時３０分から、寒河江中部小学校の長半纏完成披露及び感謝の会に出席しました。

支援していただいた方より子どもたちへの長半纏贈呈、学校運営協議会委員長・長半纏制

作協力会会長である木村洋祐様の挨拶があって、その後、中部ソーラン演舞が行われまし

た。 

１４時４５分から、寒河江市立図書館３０周年記念イベント inオータムがあって、「シ

リーズやまがたの文学を探る」と題する県内在住若手作家トークショーを見させていただ

きました。東北芸術工科大学のコラボレーション特別企画だったようで、大学生と講師の

先生がコーディネーターをして、黒木あるじ氏と深町秋生氏による「これからの山形での

創作活動と可能性について」と題した、芸工大生が進行するトークショーでした。それぞ

れの作風や作家としての日常を知ることができました。 

１１月１日９時３０分から、定例課長会があり、市長より、「国の動向を十分注視しな

がら補正予算も出てくるので、必要に応じて予算化してほしい」というお話がありまし

た。また、町会長とのミーティングに係り、「市に対して何年も前からお願いされている

ものについては、しっかり説明責任を果たし、信頼を失わないためには、方向性を示して

いく必要性がある」というお話がなされております。 

１０時から、次日に開催される、第１０回寒河江市立学校のあり方検討委員会に提示さ

れる答申案について、市長レクチャーを行っております。 

１４時から、教育長室にて、設樂総務課長と打合せを行い、学校教育課、生涯学習課の

ストレスチェックの状況(スポーツ振興課は職員数が少ないので資料なし)について報告を

受けております。 

１１月２日１１時から、ホテルシンフォニーで寒河江市表彰並びに感謝状贈呈式に出席
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しています。表彰状を授与された方は、「産業経済」の安藤博章様(奥様も出席)、「教育文

化」の鬼海弘雄様、故人なので代理で娘さんが来る予定だったのですが、欠席ということ

で、市町会長連合会長の菊池進様が代理で受け取っております。奥様からのメッセージも

紹介されております。感謝状が授与された方は、小松健一様と故國井敏夫様、奥様が代理

で授与されております。 

１３時から、副市長に、第１０回寒河江市立学校のあり方検討委員会に提示される答申

案について、レクチャーを行っております。  

１５時から１７時、第１０回寒河江市立学校のあり方検討委員会が行われ、答申案(前

回の委員会を受けての修正案)の内容については、事務局がうまくまとめてくれたのでは

ないかと評価をいただいたところです。更なる修正については、委員長と事務局に委任し

ていただいたところであります。 

１１月４日１０時から、荒木元教育長と面会し、学力の様子、それから不登校の状況な

どをお話しいたしました。学力については向上していると、そして県からも注目されてい

るということや、不登校についても、出現率は昨年度初めて県の出現率を下回ったという

ことなど申し上げたところであります。 

１１時から、市公民館連絡協議会要望書提出が行われております。有川会長と役員の方

がお越しになっております。６１分館からアンケ―トをとり、その全てが要望書に盛り込

まれているとのことでありました。財政と協議しながら、できるだけの対応をしたいと申

し上げております。 

１４時から、西川小学校で西村山学校教育研究会があり、小学校体育部会の授業を見せ

ていただきました。 

１６時から、日東ベスト給食センターの食器運搬用キャスターが劣化しているというこ

とで、その修繕にかかる完成検査を行っております。 

１７時３０分から、学校教育課長、指導推進室長、課長補佐、室長補佐と、以下につい

て打合せを行いました。 

①山形市米飯施設建設費に係る補正予算について。令和３年度分支払いが当初次年度と予

定したものが当該年度で支払うべきこととなったため。 

②西根小学校の学校給食民間委託費の債務負担行為について。令和４年度から令和８年度

の５年間という提案だったが、今後の給食のあり方と関連すれば、まずは令和７年度ま

での委託にすること。 

③総合教育会議のテーマ(ポストコロナにおける学校教育、さがえ未来コンソーシアム構

想)について。 

④部活動の地域移行について。寒河江市が率先して議論を始めるべきだろうということで

確認をしたところです。 

１１月５日１２時から、保科久也様の御葬儀のため、一般焼香をしております。 

１３時から、寒河江市立図書館で開催された國井経崇翁生誕１５０周年記念事業オープ
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ニングセレモニーに出席しております。お孫さんの國井寧様と高橋正圀様のトークショー

があり、お聴きしました。 

１７時３０分から、学校教育課のオータム・レビュー２役レクについて打合せをいたし

ました。学校のあり方検討委員会の今後について、コミュニティ・スクールの周知につい

て、教育活動補助員の活用等について打合せを行いました。 

１１月７日１０時から、寒河江市立図書館３０周年記念イベント inオータムの一環と

して市立図書館で実施していたボランティアチェリーによるおはなし会を参観したところ

です。また志田館長から、記念イベントや寒河江小の総合学習(二ノ堰ウォークラリー)の

ＰＲ活動のこと、西根小６年の図書紹介(好きな本紹介)、柴橋小児童の展示についても説

明をしていただきました。 

１４時、寒河江小４年２組の子どもたちが、チェリン撮影会に来ている親子に「二ノ堰

ウォークラリー」の勧誘チラシの配付活動をしており、見させていただきました。 

１０時から、生涯学習課のオータム・レビュー２役レクに向けてのレクチャーを受けた

ところです。美術館のスペースについて、市立図書館の運営管理方法、文化センターの運

営管理方法、公民館事業のあり方、大河ドラマを活用した歴史文化振興策に係る２役レク

内容について協議しました。 

１５時３０分から、市立図書館にて、第１回総合教育会議が開催されております。 

１７時から、スポーツ振興課とオータム・レビュー２役レクに向けた打合せを行ってお

ります。スポーツ・ツーリズムについてグランドデザインを作る必要性を話ししたところ

です。 

１１月９日９時２５分から、寒河江中部小学校の校内授業研究会で、２年２組の授業を

見せていただきました。国語の授業でしたけれども、児童が３人グループを作り、タブレ

ットも活用し、一人一人が役割をしっかり自覚しながら１年生に遊びを教えるという、相

手意識をもった授業になっておりました。  

１３時から、公益財団法人東北電業会常任理事の川嶋孝様と事務局長の黒瀬芳紀様がい

らっしゃいました。副市長の紹介で、寒河江小学校６年生の子どもたちに電気の出前授業

を行っていただいたことの報告を受けたところです。山形県では初めての取組みだったと

いうことで、本市としても今後も協力をお願いしたいと申し上げました。 

１４時から、オータム・レビューの２役レクがあり、学校教育課では、教育活動補助員

や若手教員のメンタルヘルスのための心療内科診察などについて、生涯学習課では、郷間

正観美術館とギャラリーのスペースに係ることや、文化センターの指定管理などについ

て、スポーツ振興課では、次年度以降のさくらんぼマラソンの持ち方等について市長より

質問がありました。 

１１月１０日９時から、西根小学校に教育委員会学校訪問を行っております。 

１３時１５分から、陵南中学校で実施されていた全国学力学習状況調査ＣＢＴ実証事前

シミュレーションの様子を参観させていただきました。全国５０校のうちの一つに選ばれ
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て実施したようです。３年生６クラスのうち１組・２組はタブレットに入ったＰＤＦを読

んでのテストを解いていました。３組・４組は通常のフォントを使用したタブレットによ

るテスト、５組はアニメーション付きの問題をタブレットを使ってのテスト、６組はタブ

レットを使わない通常の紙ベースでのテストということで、様々な角度から可能性を探る

実証検証を文科省は行っていると感じたところです。  

１６時から、寒河江中部小学校で行われた市教頭会に出席し、別添で「教育長通信」第

４５号(別紙参照)でお話をさせていただきました。なかなか理由をつけて新しい取り組み

を躊躇しているところもあるのだろうということで、子どもたちのために、前例踏襲でな

い新しい発想で、学校における「ニューノーマル」を進めてほしいとお願いをしたところ

です。 

１１月１１日１５時３０分から、慈恩寺上の寺遺跡発掘調査が行われているので、現地

を見せていただきました。テントを張って、雨水が入らないような配慮がなされていまし

た。雨がずっと降っていたので、次の週も再度発掘を行って、結果を図に落とし込み、そ

の後、原状復帰するとのことでした。 

１１月１２日９時から、寒河江中部小学校５・６年で実施していたデジタル・情報活用

検定(Ｐプラスジュニア)を見させていただきました。６年、５年の順に Wi-Fiにつないで

テストを実施していましたが、少しつながりにくい状況も見られて、何が課題かというの

が見えてきたような気がします。 

１３時１５分から、陵西中学校の公開授業研究会に出席しております。１年２組の阿部

祐磨教諭の英語、２年１・２組男子の菊地真由美教諭の保健体育、３年１組の高橋泰子教

諭の国語の授業を参観しました。 

１７時から、チェリーランドに新設するアクティビティ・エリアについて、学力向上を

意識した英語学習のコンテンツを加えるということを考えているようですが、指導推進室

長に、指定管理者のヤマコーさんから、教員からもアイディアをもらいたいとの相談があ

ったので、幼・保・小・中・高連携の英語教育の活性化にもつながるので、来年度から積

極的に連携する方向性を確認したところです。 

１１月１３日９時から、県女子駅伝競走大会寒河江西村山チーム結団式があり出席いた

しました。結団式終了後、地区中学校体育連盟会長の河北中学校鈴木校長と次年度の地区

中学校駅伝競走大会を「グリバーさがえ」で開催できないかということで意見交換をして

おります。 

１４時から、「寒河江さくらんぼ大学」歴史学部を聴講しております。今回が２回目と

いうことですが、山大名誉教授の伊藤清郎先生から大江公の歴史ということでお話をいた

だいております、終了後、受講者に修了書が授与されたところです。 

１１月１４日９時から、第６７回西村山地区駅伝競走大会があって、朝日、大江、西

川、河北、そして寒河江の体育館までのコースということでありました。この日、第６３

回山新杯ベーダ―駅伝競走大会(米沢市)もあって、そちらの方にミートランドの選手たち
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が多く出場していたので、前回は２チーム出場したのですが、今年は１チームのみという

ことでありました。途中順位の入れ替えがかなりありましたが、寒河江Ａチームが最後は

１位でフィニッシュすることができ、１２回連続の優勝を飾ることができました。 

１１月１５日、三泉小学校の市教育委員会学校訪問でした。 

１３時３０分から、教育事務所社会教育・社会体育主管課訪問事業があり、こちらから

自主事業等について説明申し上げて、質疑応答をしました。教育事務所からも、「寒河江

の実践について学ぶべきことがある」ということで感想をお聞きしております。 

１５時から、第７５回新型コロナウイルス感染症対策本部会議で、市の新型コロナウイ

ルス感染症の注意警戒レベルが３から２に下げられることが決定されております。コロナ

ワクチンの３回目の接種計画や、市の経済対策等について報告され了承されております。 

１６時２０分から、養護教諭制度創立８０周年を記念して文部科学大臣表彰を授与(県

内で４名)された寒河江中部小学校養護教諭の柴﨑聖公様が受賞されたということで市長

への報告を行っております。 

１１月１６日１１時から、南部小学校が学校開放日だったので、参観させていただいた

ところ、たまたまライフデザインセミナーが開催されており、「いのちを感じるふれあい

プロジェクト」として動物愛護団体「えんたね」代表の方が講演を行っておりました。動

物愛護管理法(令和２年６月 1日施行)の精神を子どもにもわかるようにお話されていまし

た。子どもたちも真剣に聞いて、たくさん質問をしていました。 

１３時１５分から、寒河江小学校の公開研究発表会に出席し、１年２組加藤理奈教諭の

国語、２年２組和泉景子教諭の生活、３年１組板坂朋憲教諭の算数、４年２組鈴木美穂教

諭の総合的な学習の時間、５年２組阿部太一教諭の算数、言語通級学級大場康平教諭の自

立活動の授業を通覧させていただきました。 

１８時３０分から、市民文化会館自主事業クラシックコンサート「高嶋ちさ子 with 

Cellists」のコンサートを副市長と鑑賞しました。 

１１月１７日１３時３０分から、陵西中学校２年生のライフデザインセミナーを参観さ

せていただきました。一級建築士の兼子様、日東ベスト会長の大沼様からの講演でした。

子どもたちは真剣に話を聞き、いい質問をしておりました。 

１１月１８日９時２５分から、寒河江中部小学校の校内授業研究会で、１年２組和田孝

太教諭のタブレットを使った国語の授業を参観させていただきました。大変効果的に使用

していましたが、大型の電子黒板があればさらに効果的に提示できるということで、機器

充実に向けて支援が必要だと思い、教頭先生に電子黒板の予算要求をするよう話をさせて

いただきました。 

１０時３０分から、山口校長と面会し、来年度からの部活動の地域移行について協議し

ました。地区中学校長会としては、校長や地域の方と懇談会を開き、課題を共有したいと

のことでした。全軟野球大会の出場についても、西村山として２チーム出す方向で調整し

ているというお話を伺いました。課題の共有だけでいいのだろうか、市としては、国で令
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和５年度からの地域移行ということを段階的に言っているので、次年度検討を始めたいと

申し上げたところです。 

１１時から、生涯学習課三井補佐と打合せを行って、大江公に関するパンフレットが完

成したということで報告を受けました。既に全戸配布になっていると思います。また、Ｎ

ＨＫ大河ドラマ「鎌倉殿の１３人」のスタートが近づいているので、このパンフやリライ

ト版「大江公物語」、「さくら連絡網」、ツイッターなど活用して、寒河江市と大江公の関

係について大いに発信する手立てを考えてほしいとお願いをしたところです。また、大河

ドラマが始まれば、それと連動したシンポジウム、寒河江祭りとの連携、大江氏４家、寒

河江、長井、山口、愛知、この４つでサミットなどしてはどうかというようなこともお願

いをしたところです。 

１３時から市校長会長の成原校長、音楽担当校長の井上校長と指導推進室長と面会し、

市交歓音楽会を来年度から行わないことを校長会として決定したことの報告を受けており

ます。 

１４時から、白岩小学校のライフデザインセミナーを活用した「たかだいセミナー」を

参観させていただきました。３～６年生が対象で、３・４年生はフリーアナウンサーの菊

地喜美子さんによる話し方講座、認定ＮＰＯ法人ＴＶＹ阿部様によるＳＤＧｓに関する講

話でした。５・６年生は、庄司林業によるチェンソー体験と寒河江市観光物産協会・慈恩

寺テラス支配人佐野様による寒河江のお土産開発のワークショップというような内容であ

りました。 

１１月１９日が白岩小学校の市教育委員会学校訪問でありました。 

１１月２０日１３時１０分から、遊学館で開催された第５回郷土 Yamagataふるさと探

究コンテスト最終審査会を見てきました。最終選考に残ったのが小中高各３校ということ

で、オンラインでの発表で、遊学館では繋いでいる様子を見るということでありました。 

小学校部門は、天童市立寺津小学校、東根市立長瀞小学校、鮭川村立鮭川小学校、中学生

部門は、東根市立大富中学校、最上町立最上中学校、米沢市立第四中学校、高校部門は、

県立山形東高校、県立村山産業高校、 県立置賜農業高校でありました。どの学校の実践

も、探究心や郷土愛の醸成を感じる素晴らしいものだったと思います。さきほど申し上げ

ましたけれども陵東中学校も、今回初めて２年生の総合学習の「課題解決プロジェクト」

を応募しましたが、締切時にまだ研究途上であったこともあり、残念ながら最終審査には

残ることができませんでした。 

１１月２１日、第３７回山形県女子駅伝競走大会がありました。１区大沼亜衣選手(陵

西中卒、城西国際大２年)、２区奧山悠華選手(河北中卒、山形城北高２年)、３区太田琴

海選手(河北中１年)、４区大泉藍來選手(陵東中２年)、５区槙香澄選手(河北卒、東海山

形高２年)で戦いました。４位以上を目指しましたけども、結果７位ということでありま

した。北村山が３３年ぶり２回目の優勝、第２位が山形市、第３位が天童東村山という順

でありました。 
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１３時３０分から、寒河江市公民館連絡協議会６０周年記念式典ということで、１４名

の方が表彰されております。山形県警察音楽隊の記念コンサートなどもありました。 

１５時３０分から、第３７回山形県女子駅伝寒河江西村山チームの健闘をたたえる会に

出席しております。  

以上です、それでは、質問等ございましたらお願いします。 

 

４ 議 事 

○軽部教育長 

ございませんか。それでは、議事に入ります。 

 最初に、議第３８号「令和３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

といたします。事務局より説明をお願いいたします。 

 

○佐藤学校教育課長 

 議第３８号「令和３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、１２月の

議会定例会に提案予定の令和３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。 

このたびの補正予算は、山形広域炊飯施設建設及び維持管理に係る予算であります。本市

の学校給食における米飯の提供については、令和元年度からは高畠町のたいようパン株式

会社が行っております。現在、村山地域に供給している各炊飯業者の工場設備は老朽化し、

早期の設備更新が必要であるため、村山地域の８市町（山形市、上山市、寒河江市、村山市、

山辺町、中山町、河北町、大石田町）に提供できる規模の炊飯工場を山形市が新たに建設し、

スケールメリットを生かして、構成市町からの負担金により令和４年度から米飯を提供す

る事業を進めております。 

構成市町の協議において、当初、負担金については後年度に請求することで進んでおりま

したが、該当年度の経費については年度内に支払うことに変更されたために、このたび、施

設建設に係る令和２年度と３年度分の負担金として増額補正するものです。 

２ページをご覧ください。第１０款第２項小学校費第２目学校保健費の小学校給食事業に

６１１万４千円、第３項中学校費第２目学校保健費の中学校給食事業に３３５万５千円を

計上するものです。 

次に、３ページをご覧ください。２債務負担行為補正について、まず学校教育課分で、西

根小学校給食調理業務委託について申しあげます。西根小学校の給食調理業務委託につき

ましては、これまでも業務委託契約により実施しておりますが、３年度で委託期間が終了と

なりますので、令和４年度から新たに業務委託契約を結ぶ必要があることから、令和４年度

から ７年度までの４年間の債務負担行為の設定をするものであります。学校教育課分に

ついては以上でございます。 
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○佐藤生涯学習課長補佐 

 続きまして、生涯学習課の方から、同じく３ページの債務負担行為に係る補正の方をご説

明申し上げます。ただいまの中段、市立図書館管理業務委託に係るものでございますが、市

立図書館の管理業務委託、カウンター業務、それから図書の整備等の業務を現在業務委託で

行っておりますが、これも令和３年度をもちまして現在の契約が満了するということで、来

年度から期間につきましては、令和４年度から令和５年度の２か年、限度額としまして４４

００万円、単年度にしますと２２００万円の２年間の複数年契約を結ぶために、債務負担行

為を行うものであります。以上よろしくお願いいたします。 

 

○小泉スポーツ振興課長 

 続きまして、同じく債務負担行為についてですけれども、屋内多目的運動場指定管理業務

の債務負担行為についてになります。同じように契約満了に伴う債務負担行為で、期間は令

和４年度から８年度までの５年間で、限度額を８２３６万円としております。それは５年間

の指定管理費用の合計額で、１年当たり約１６５０万円弱の積算となっております、よろし

くお願いいたします。 

 

○軽部教育長 

 ただ今の説明について何かご質問ありますか。 

期間が全部違うのですけれども、さっき西根小については話させていただきましたが、図

書館については２年間ということですか。 

 

○佐藤生涯学習課長 

 図書館につきましては現在、図書館の運営について指定管理者制度の導入について検討

をしております。その検討結果につきましては、令和５年度中に結果を出すということにし

ておりまして、まずは結果が出るまでの２年間の契約を行うということで、今回の債務負担

につきましては、２か年分というふうなことで要求しております。 

 

○軽部教育長 

 屋内多目的運動場は通常５年で、そのままという事で、西根小学校の給食業務は先ほど申

し上げましたが、１年短くして状況を見るということであります。 

質問ございませんか。それでは採決したいと思います。 

 議第３８号「令和３年度教育費補正予算案に対する意見の申出について」を原案の通り決

定することにご異議ございませんか。 

 

（一同、異議がない旨の返答） 
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議第３８号は原案の通り決定されました。 

 

次に、議第３９号「寒河江市屋内多目的運動場に係る指定管理者の指定に対する意見の申

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いたします。 

 

○小泉スポーツ振興課 

 議第３９号、寒河江市屋内多目的運動場「チェリーナさがえ」でございますけれども、こ

れに係る指定管理者の指定に対する意見の申出についてご説明申し上げます。４ページか

らになります。現在の寒河江市屋内多目的運動場の指定管理の指定期間が今年度末で満了

となることから、次期の指定管理者の指定について、寒河江市の施設に係る指定管理者の指

定手続き等に関する条例第５条第１項の規定により、議会の議決を得ようとするものであ

ります。６ページをご覧ください。指定を行う団体は、株式会社ヤマコーで、指定期間は令

和４年４月１日から令和９年３月３１日までの５年間となります。これはさきほどの議第

３８号の債務負担行為に関連するものでございます。指定管理者の候補者の選定内容につ

きましては、７ページ８ページになります。公募を行いましたところ、申請者は当該団体１

団体のみでありました。寒河江市公の施設に係る指定管理者審査選定委員会を開催し、提出

を受けた事業計画等について、選定基準に基づき審査を行った結果、基準点５２点に対しま

して７３点という評価で候補者として選定されたものです。以上よろしく御審議いただき

ますようお願いいたします。 

 

○軽部教育長 

 それでは、屋内多目的運動場の指定管理者として株式会社ヤマコーということで、この期

間お願いするということであります。ご質問はございませんか。それでは採決したいと思い

ます。議第３９号「寒河江市屋内多目的運動場に係る指定管理者の指定に対する意見の申出

について」を原案の通り決定する事にご異議はございませんか。 

 

（一同、異議がない旨の返答） 

 

 議第３９号は原案の通り決定されました。 

 

本日の議題につきましては以上でございます。以上をもちまして、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１０分 


