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伊豆の国市教育委員会１月定例会 

会議録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

令和４年伊豆の国市教育委員会１月定例会 

 

開会年月日  令和４年１月25日（火） 午後３時00分～午後４時45分 

場   所  あやめ会館2階会議室 

日   程 

１ 冒 頭（学校教育課長） 

２ 開 会（教育長） 

３ 会議録署名委員の決定（教育長） 

４ 会期の決定（学校教育課長） 

５ 12月定例会会議録の承認（学校教育課長） 

６ 教育長報告（教育長） 

７ 議事日程（議事進行：教育長） 

日程第1 報 告 第 1 号 
伊豆の国市職員服務規程の一部を改正する規程の制定につ

いて 

日程第2 報 告 第 2 号 
令和３年伊豆の国市議会１２月定例会提出議案の議決につ

いて 

日程第3 報 告 第 3 号 要保護児童生徒の就学援助資格の新規認定について 

日程第4 議 案 第 1 号 
令和４年伊豆の国市議会３月定例会提出議案の意見聴取に

ついて 

日程第5 議 案 第 2 号 伊豆の国市学校医（園医）の委嘱について 

日程第6 議 案 第 3 号 伊豆の国市学校歯科医（園歯科医）の委嘱について 

日程第7 議 案 第 4 号 伊豆の国市学校薬剤師（園薬剤師）の委嘱について 

日程第8 議 案 第 5 号 伊豆の国市文化財保護審議会への諮問について 

日程第9 議 案 第 6 号  
令和４年伊豆の国市議会３月定例会の提出議案意見聴取に

ついて（令和４年度一般会計当初予算） 

８ 閉 会（教育長） 

出 席 者  教育委員会 教育長       増 田 貴 史 雄 

         同   委 員       相 原 昇 明 

         同   委 員       岩 田 幸 晴 

            同   委 員       小 池 陽 子 

            同   委 員       清 水 照 子  



 

 

          説明に出席した者の職氏名 

  教育部長          佐 藤 政 志 

  学校教育課統括監      久保田 徹 也 

幼児教育課長        後 藤 ひろみ 

生涯学習課長        山 本 浩 之 

            文化財課長         秋 山 貴 宏 

          会議に出席した事務局の職氏名 

学校教育課長         渡 邉 直 人 

学校教育課教育総務係長    萩 原 鉄 也 

学校教育課教育総務係    川 口 真由美 

９ その他（進行：学校教育課長） 

① 小・中学校の児童・生徒の問題行動について 

② 次回以降の定例教育委員会の開催について 

③ ２月臨時教育委員会の開催について 

④ 総合教育会議の開催について 

■渡邉学校教育課長 

  皆様改めましてこんにちは。本日はご出席頂きまして有難うございます。 

  それでは開会に先立ちまして、増田教育長からご挨拶を申し上げます。 

■増田教育長 

＜略＞ 

■増田教育長 

本日は、全員出席しておりますので、委員会は成立しております。 

ただいまより、令和４年教育委員会１月定例会を開催いたします。本日の会議

録に署名する委員は、岩田委員と清水委員にお願いいたします。 

■渡邉学校教育課長 

  本日の議事日程は、お手元に配付したとおりでございます。 

会期につきましては、本日１月25日、１日のみということで処理をしたいと思

いますが、いかがでしょうか。 

■委員一同   

（異議なし。） 

■渡邉学校教育課長 

ありがとうございます。本日１日だけということでお願いします。 



 

 

次に、先月行いました教育委員会12月定例会開催分の会議録の報告と承認の件

に入ります。 

会議録の写しを配付してございます。実施日、出席者、議案の案件、議決内容、

署名等の会議内容を記載してございます。こちらについては、見ていただき承認

されたということで処理をさせていただきますが、いかがでしょうか。 

■委員一同 

（異議なし） 

■渡邉学校教育課長 

  ありがとうございます。ここで、教育長から報告事項を申し上げます。 

■増田教育長 

＜略＞ 

■渡邉学校教育課長 

この後、議事に入りますが、ここからの進行は、増田教育長にお願いいたし

ます。 

■増田教育長 

  それでは、本日の議事日程に入ります。 

  日程第１ 報告第1号「伊豆の国市職員服務規程の一部を改正する規程の制

定について」の説明をお願いします。 

■渡邉学校教育課長 

学校教育課渡邉です。宜しくお願いします。報告第1号「伊豆の国市職員服務規

程の一部を改正する規程の制定について」ご説明いたします。 

お手元の資料１ページをお願いします。本規定は当市一般職の職員の服務につ

いて必要な事項を定めています。 

この度伊豆の国市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第22条の改正に伴い、

本規定も改正しましたのでご報告いたします。 

始めに資料の11ページをお願い致します。こちらは伊豆の国市職員の勤務時間、

休暇等に関する規則第22条の抜粋です。第22条の特別休暇の第１項５号に不妊治

療にかかる通院等において新たに特別休暇を追加しました。その為以降の号ずれ

が生じたため本規定の一部を改正しました。 



 

 

戻りまして資料の１ページをお願い致します。具体的には第８条中の第22条第

１項、第12号、第14号もしくは第15号を先程ご説明した号ずれの関係上第22条第

１項、第13号、第15号もしくは第16号に改めます。 

また合わせて文言の整理といたしまして、産業標準化法改正に伴う実規格の名

称を日本工業規格から日本産業規格に改めました。説明は以上です。 

■増田教育長 

  説明が終わりました。何かご質問はございますか。 

■増田教育長 

続きまして、日程第2 報告第2号「令和３年伊豆の国市議会12月定例会提出

議案の議決について」の説明をお願いします。 

■渡邉学校教育課長 

報告第2号「令和３年伊豆の国市議会12月定例会提出議案の議決について」評決

結果をご報告いたします。 

提出議案は伊豆の国市特定教育、保育施設および特定地域型保育事業の運営に

関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてと、伊豆の国市韮

山生涯学習センターの指定管理者の指定についてと令和３年度伊豆の国市一般会

計補正予算(10号)でございます。 

資料の１ページをお願いします。11月定例教育委員会において議案の第41号に

て意見聴取を行い、特定教育、保育施設等については市議会の議案第64号として

審議され令和３年11月30日に原案通り可決されました。資料の７ページをお願い

します。韮山生涯学習センターの指定管理については市議会の議案第76号として

審議され、同じく令和３年11月30日に原案通り可決されました。資料の９ページ

をお願いします。令和３年度伊豆の国市一般会計補正予算(10号)については市議

会の議案第65号として審議され令和３年12月17日に原案通り可決されましたので

報告いたします。 

なお、11月定例会では補正予算の第9号として意見聴取を行っておりますが追加

補正議案が発生した為、号ずれ及び額の変更が一部生じております。教育部に関

するものにつきましては資料の11ページをお願いいたします。教育部に関するも

のにつきましては金額等変更ございませんでしたので改めて報告致します。説明

は以上です。 

■増田教育長 



 

 

  説明が終わりました。何かご質問はございますか。 

■増田教育長 

続きまして、日程第3 報告第3号「要保護児童生徒の就学援助資格の新規認

定について」の説明をお願いします。 

■渡邉学校教育課長 

＜略＞ 

■増田教育長 

続きまして、日程第4 議案第1号「令和４年伊豆の国市議会３月定例会提出

議案の意見聴取について」の説明をお願いします。 

■渡邉学校教育課長 

学校教育課渡邉です。令和4年伊豆の国市議会３月定例会に提出致します議案に

対して意見聴取を行います。 

提出する議案につきましては伊豆の国市子育て支援施設条例の一部を改正する

条例でございます。 

資料の８ページをお願いします。11月の定例教育委員会で補正予算でも少しご

説明しておりますが、大仁北小学校の放課後児童教室の利用者増加に伴います第

二あすなろ館を開設するための条例改正でございます。現在のあすなろ館は定員4

5名でありますが、令和４年度の利用希望申請者が１月13日現在で55名となってお

ります。そのため、４月１日から第二あすなろ館定員数18名となりますがこちら

を開設しトータルの定員数を63名に変更するものでございます。 

資料戻りまして３ページをお願いします。新旧対照表でございます、条文の第

２条の設置施設名と第４条の業務名に新たに伊豆の国市子育て支援施設第二あす

なろ館を追加するものでございます。この条例は令和４年４月１日から施行する

よう議案として提出致します。説明は以上です。 

■増田教育長 

  説明が終わりました。何かご質問はございますか。 

■小池委員 

支援員さんと職員さんは何名位増やしていただけるのですか。 

■渡邉学校教育課長 



 

 

第二あすなろ館を開設するにあたりまして、令和4年度の当初予算案の中では令

和３年度50名の児童厚生員を計上しておりましたがそれにプラス３名、トータル5

3名で予算を計上しております。 

■増田教育長 

補正予算が通過して、今こちらの施設の整備はどのような段階なのでしょうか。 

■渡邉学校教育課長 

こちら12月補正で予算化されまして、１月に入りまして入札で工事を行う業者

が決定しております。駿豆建設株式会社伊豆の国営業所が落札いたしまして、現

在学校と工事に向けての工事日程調整を行っているところでございます。まだ具

体的な工程までが入札が終わったばかりですので今学校と打ち合わせが終わった

段階でございます。 

■増田教育長 

需要がどんどん増えてきているという事で、今後放課後児童教室の充実をどう

図っていくかということも、次の教育総合会議で委員さん達のご意見伺っていく

必要があるかと思います。 

■渡邉学校教育課長 

資料９ページに近年における放課後児童教室利用者数の推移を示しております。 

平成30年５月から令和４年度の今回申請分まで、この５年間で約100人の利用者

が増えています。その間の児童数の推移がどうかと申しますと、横ばいからやや

少なくなってきております。今後も児童数の大きな増加は見込めない中で、利用

者は増えていく傾向にあると私共も推察しております。 

■増田教育長 

予算は承認を受けていますので、条例上の施設名の追加という事になろうかと

思います。 

■増田教育長 

  よろしいですか。それではお諮りします。議案第1号「令和４年伊豆の国市

議会３月定例会提出議案の意見聴取について」は原案どおり承認でよろしいで

しょうか。 

■委員一同 

 （異議なし） 

■増田教育長 



 

 

  議案第1号「令和４年伊豆の国市議会３月定例会提出議案の意見聴取につい

て」は承認された旨を市長へ回答します。 

続きまして、日程第5 議案第2号「伊豆の国市学校医（園医）の委嘱につい

て」の説明をお願いします。 

■渡邉学校教育課長 

学校教育課渡邉です。「伊豆の国市学校医（園医）の委嘱について」ご説明い

たします。 

こちらにつきましては学校保健安全法の第23条第１項では学校には学校医を置

くと規定され、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第33条第１項では保育

園には嘱託医を置くと規定されています。そのため学校医、園医を委嘱するもの

であります。資料の３ページをお願いします。現在委嘱しています任期は令和４

年３月31日で任期満了となります。そのため現在の学校医に意向等確認したとこ

ろ、11名全ての医師から再任の意向を受けております。そのため再任として議案

を上げさせて頂きます。委嘱期間につきましては令和４年４月１日から令和５年

３月31日までを予定しております。説明は以上です。 

■増田教育長 

  説明が終わりました。何かご質問等はございますか。 

■増田教育長 

  よろしいですか。それではお諮りします。議案第2号「伊豆の国市学校医

（園医）の委嘱について」は承認でよろしいでしょうか。 

■委員一同 

 （異議なし） 

■増田教育長 

  議案第2号「伊豆の国市学校医（園医）の委嘱について」は、承認されまし

た。 

続きまして、日程第6 議案第3号「伊豆の国市学校歯科医（園歯科医）の委

嘱について」の説明をお願いします。 

■渡邉学校教育課長 

引き続き学校教育課です。伊豆の国市学校歯科医（園歯科医）の委嘱について

です。 



 

 

学校保健安全法の第23条第２項では、大学以外の学校には歯科医を置くと規定

され児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第33条第１項についても同様とな

っております。そのため学校歯科医、園歯科医を委嘱するものでございます。資

料４ページをお願いします。現在委嘱している任期につきましては、令和４年３

月31日をもって任期満了となるため継続又は新たに委嘱するものでございます。

備考欄にありますように20名の歯科医師より再任の意向を受けており、１名の歯

科医師を新たにお願いしたいものでございます。 

上から５番目の川村歯科医です。新任の歯科医は大仁地区にございますカワム

ラ歯科医院であり、以前学校歯科医を受けておりましたが医院長の死去により辞

退をしておられました。この度、息子に当たる川村夏輝医師がカワムラ歯科医院

を引き継いだ事から新たにお願いするものでございます。 

委嘱期間につきましては令和４年４月１日から令和５年３月31日までとなりま

す。説明は以上です。 

■増田教育長 

  説明が終わりました。何かご質問等はございますか。 

■増田教育長 

  よろしいですか。それではお諮りします。議案第3号「伊豆の国市学校歯科

医（園歯科医）の委嘱について」は承認でよろしいでしょうか。 

■委員一同 

 （異議なし） 

■増田教育長 

  議案第3号「伊豆の国市学校歯科医（園歯科医）の委嘱について」は、承認

されました。 

続きまして、日程第7 議案第4号「伊豆の国市学校薬剤師（園薬剤師）の委

嘱について」の説明をお願いします。 

■渡邉学校教育課長 

引き続き学校教育課です。議案第4号「伊豆の国市学校薬剤師（園薬剤師）の委

嘱について」ご説明いたします。 

こちらも同じく学校保健安全法の第23条第2項では、大学以外の学校には薬剤師

を置くと規定されています。そのため学校薬剤師、園薬剤師を委嘱するものです。

資料３ページをお願いします。現在委嘱しています任期は令和４年３月31日で任



 

 

期満了となるため継続又は新たに任命をするものでございます。備考欄にありま

すように９名の薬剤師より再任の意向を受けていますので、再任という形でお願

いするものでございます。委嘱期間につきましては令和４年４月１日から令和５

年３月31日までとなります。説明は以上です。 

■増田教育長 

  説明が終わりました。何かご質問等はございますか。 

■増田教育長 

  よろしいですか。それではお諮りします。議案第4号「伊豆の国市学校薬剤

師（園薬剤師）の委嘱について」は承認でよろしいでしょうか。 

■委員一同 

 （異議なし） 

■増田教育長 

  議案第4号「伊豆の国市学校薬剤師（園薬剤師）の委嘱について」は承認さ

れました。 

続きまして、日程第8 議案第5号「伊豆の国市文化財保護審議会への諮問に

ついて」の説明をお願いします。 

■秋山文化財課長 

文化財課秋山です。議案第5号「伊豆の国市文化財保護審議会への諮問について」

説明します。 

これは、伊豆の国市文化財保護審議会に対し伊豆の国市文化財保護条例第４条

の規定に基づき伊豆の国市指定有形文化財の指定について別紙により諮問するこ

とに承認を求めるものです。 

資料の１ページをご覧ください。指定候補案件となります。北條寺に伝わる文

書14通です。内容ですが北條寺に伝来する室町期から戦後付近にかけての古文書1

4通で、室町期の正文を含む市内最古の文書群です。文書といいますと江川文庫に

数多く残されていますが、この時代の文書としては江川文庫に残る物より充実し

ているとの事です。近在の寺院の資料も含んでおり、伊豆の国市の中世寺院経営

及び小田原北条氏の領国支配の実態を伝える資料として重要であるというもので

す。 



 

 

２ページをご覧下さい。指定候補一覧14通となります。北條寺には58通程残っ

ているのが確認されていますが、その内、戦国期までのものを指定対象としてお

ります。 

1点だけ事例を紹介します。４ページ下の写真をご覧ください。No13聖寿領・ 

宝成寺領所領注文ですが、聖寿というのは北条時政の法名と推測されます。続く

宝成寺は現在江間にある北條寺ですが、戦国期まではこの様な表記をしており、

江戸時代初めから現在の表記としていると考えられます。 

この文書自体は宝成寺 の所領に関するメモ書きです。始めから読むと「豆州 

聖寿領 天野郷の内 戸澤 田 壱町 訟状別紙にある。豆州 江馬の庄 寶成

寺領 安久の郷内 田数 二町 訟状別紙にある。同じく 北条の内 田 畠 

大 二反 訟状別紙にある。」という事で宝成寺の所領に関するメモ書きであり

ます。注目すべきは寺の名前がこの様な寶成寺という表記であること。それから

地名に江馬庄と記載されている事が重要であるという専門家の評価でありました。 

説明は以上です。 

■増田教育長 

  説明が終わりました。何かご質問等はございますか。 

■相原委員 

この北条氏は後北条ですか。 

■秋山文化財課長 

そうですね。小田原北条と言ったり、後北条と言ったりします。 

■相原委員 

今の北條寺はその北条とも関りが強かったのですか。 

■秋山文化財課長 

そのようです。 

■相原委員 

今大河ドラマでやっている義時の菩提所であるというのは、早雲以降の後代も

北條寺さんは関係があったということですか。 

■秋山文化財課長 

後代とか当代という意味ではなく所領の関係です。 

■相原委員 

ありがとうございました。 



 

 

■増田教育長 

  よろしいですか。それではお諮りします。議案第5号「伊豆の国市文化財保

護審議会への諮問について」は承認でよろしいでしょうか。 

■委員一同 

 （異議なし） 

■増田教育長 

  議案第5号「伊豆の国市文化財保護審議会への諮問について」は、承認され

ました。 

続きまして、日程第9 議案第6号「令和４年伊豆の国市議会３月定例会の提

出議案意見聴取について（令和４年度一般会計当初予算）」の説明をお願いし

ます。 

■渡邉学校教育課長 

令和４年伊豆の国市議会3月定例会に提出する議案について意見聴取を行います。

提出議案は令和４年伊豆の国市一般会計当初予算案になっております。 

始めに教育部に関する歳出予算総額ですが、資料の105ページをお願いします。

こちらは教育部に関する予算の総額でございます。３款民生費では児童福祉費の

学童保育費、児童福祉総務費と保育園費がございます。こちらの総額が13億3千4

百33万9千円で、前年比5百78万3千円の増額となっております。10款教育費では１

項の教育総務費から９項の図書館費の総額が17億7千9百23万1千円となっておりま

して前年比1億1千4百90万4千円の減額となっております。 

お手元の資料の３ページから20ページまでが歳入の予算案となっており、21ペ

ージから104ページまでが歳出の予算案となっております。詳細につきましてはこ

の後担当課より説明いたします。 

それでは始めに学校教育課に関する予算案ですが、お手元の資料107ページをお

願いします。令和４年度の当初予算案における主要、新規、拡充事項を取りまと

めたものとなっています。まず学校教育課の所管するものとして、１番の教育ICT

利活用事業6千9百43万9千円です。こちらはGIGAスクール構想におけるタブレット

端末や校務系のクラウドサーバー等の運用保守に掛かる費用や電子黒板、デジタ

ル教科書等の使用料が主なものとなっております。また、令和４年度におきまし

ても各学校にICT支援員を配置しておりますので、その費用も含まれています。令



 

 

和４年度には各学校に設置していました学習系のサーバーを撤去しましてクラウ

ド化をし、安定した一元管理ができる予算を計上しています。 

次に２番のオンライン学習通信費(Wi-Fi)ルータ回線使用料2百万4千円です。こ

ちらは就学援助を受けている児童生徒で、一人一台端末による家庭学習を行う事

となった場合に、ご家庭にインターネット環境が無い家庭に対しWi-Fiルータを無

償で貸し出しを行うための費用です。 

次に３番の医療的ケア事業4百2万8千円です。こちらは医療的ケアを必要とする

児童生徒が安全に学校生活を送れるよう、韮山南小学校に看護師を令和３年度も

配置しておりました。令和３年度までは学習生活支援員事業の中に計上しており

ましたが、令和４年度につきましては新たに医療的ケア事業として事業立てを行

いました。 

次に小学校施設維持補修事業の1千4百40万円ですがこちらは経年劣化の著しい

韮山南小学校の屋外プールのプール槽とプールサイドの塗装。大仁小学校の屋外

プールとプールサイドの塗装を行う予算でございます。 

次に小学校と中学校の照明LED化事業です。令和４年度には長岡南小学校と韮山

南小学校と大仁北小学校の体育館、長岡中学校の平成館これらの照明をLED化する

予算でございます。 

なお、市内の学校体育館の照明LED化が令和４年度で全て完了する予定となって

います。 

最後になりますが令和３年度の補正予算案です。韮山中学校の校舎トイレの全

面改修費用として1億3千6百21万3千円を計上しております。こちらにつきまして

は、国の補正予算の補助金を受けて令和３年度で補助採択をし、令和４年度へ繰

り越す予定となっております。学校教育課は以上です。 

■後藤幼児教育課長 

続きまして幼児教育課です。 

幼児教育課は８番、９番、10番の３事業を説明させて頂きます。 

最初に８番の事業、保育環境改善等事業費補助金です。こちらは私立の保育園

等に助成するものです。内容は、保育士の負担軽減を図るため保育の周辺業務や

保育業務に掛かるICT化を活用した業務支援システムを導入する私立保育園等に費

用の一部を助成するものです。令和４年度は１園が対象となります。もう１つこ



 

 

の補助金は保育環境の向上等を図るため、私立園等に対して老朽化した設備の改

修等の費用の一部も助成します。令和４年度は３園対象としています。 

９番の認定こども園整備事業です。こちらは令和６年の４月開園を目指して、

長岡幼稚園に長岡保育園を統合し認定こども園化する事業を進めております。令

和４年度は、園舎等の詳細設計等を実施する費用を予算計上しています。 

次10番の「英語であそぼうモデル事業」です。こちらは新規事業となります。

英語を話す先生の元で楽しい英語の歌を歌ったりゲームをしたり、英語で遊ぶ機

会を設けることにより幼児期から自然な形で無理なく英語や異文化に触れあう環

境づくりを推進する為に令和４年度は幼稚園の１園をモデル園として事業を実施

していくための事業費を計上してあります。 

■山本生涯学習課長 

続きまして生涯学習課です。生涯学習課から２点説明いたします。 

１点目は大仁東体育館トイレ改修工事です。大仁東体育館は昭和56年に建設さ

れまして老朽化が進んでおります。ただし耐震化として屋根の改修は既に済んで

いますが、トイレについては昭和56年建設当時のままとなっております。湿式ト

イレであり臭いがする事、また洋式トイレでないという事で利用者に不便をお掛

けしているため今回改修工事を行います。改修内容としては、洋式化と乾式化と

なっています。 

２点目は大仁東体育館のLED化工事になります。こちらの大仁東体育館のLED化

により、市内のすべての体育館についてLED化が完了する事になります。 

■秋山文化財課長 

文化財課です。守山の中世史跡群の保存活用事業、歴史ガイドの委託料となり

ます。令和４年度は1百32万円。こちらは大河ドラマ館に併設される文化財課の展

示「義時の里」のガイドの拡充となります。この「義時の里」は、大河ドラマ館

から物産館を通ってリハーサル室を使用して設置しています。スペースは約20㎡

と手狭ですが、既に１月15日オープンし展示してあります。ここに期間中ガイド

を常時１人配置するものです。 

参考までにドラマ館の入館者が土日1,000人、平日500人程度で推移している様

ですけれども、ドラマ館入館者の３割強の方がこちらの「義時の里」に来て下さ

っています。もう少し誘導を図りたいと考えています。説明は以上です。 

■渡邉学校教育課長 



 

 

以上が令和４年度当初予算案に対する主要、新規拡充項目となります。 

なお、資料には予算書案として全ページを添付させていただいております。詳

細につきましては中を確認頂ければと思います。説明は以上です。 

■増田教育長 

  説明が終わりました。何かご質問はございますか。 

■清水委員 

資料105ページの文化財保護費が前年度に比べてすごく減っているのはなぜです

か。 

■秋山文化財課長 

令和３年度は反射炉本体の修理工事という大規模な事業がありました。加えて

守山、北条氏邸跡という史跡の用地買収で1億円位予算計上があり、この数字との

比較となるため差額が大きくなりました。令和４年度に計上した金額は、基本的

には毎年最低限掛かっていく予算だと捉えていただければと思います。 

■清水委員 

わかりました。 

■相原委員 

幼児教育課の長岡保育園の案件ですが、進捗状況は決定されたのでしょうか。 

■後藤幼児教育課長 

長岡幼稚園の場所に長岡保育園を移転してこども園化するので、幼児教育課で

は定員数を設けて、部屋数等どの様な形で入るかという調査をした結果、案がい

くつかありました。それを総合教育会議の時に説明させていただきますが、方向

性として長岡保育園を長岡幼稚園の敷地内に一緒にして認定こども園化するとい

うことは決まっています。令和４年度に実施設計や色々な土地利用申請をして、

令和５年度に建築や移転等をしまして令和６年の４月に開園を目指して動いてお

ります。  

■相原委員 

その間、長岡保育園は今までどおりですか。 

■後藤幼児教育課長 

はい。そのとおりです。 

■小池委員    



 

 

「英語であそぼうモデル事業」のことです。このように新しい事業を始める場

合はモデル園を作ってという事になるのでしょうけれども、こういうのって即1年

生に上がるわけでしょう。全部の幼稚園にこれに近い事は出来ないものなのでし

ょうか。 

■渡邉学校教育課長 

現在小中学校ではALTとして外国人講師を派遣し、小学校で週1,2回程度、中学

校で週1回程度英語の授業の中で触れ合う機会を設けております。市長も幼少期か

ら英語に触れる様な方策を取っていきたいという事から、月１回程度であれば学

校へ配置している者も園へ回せるのではないかいう構想を持っております。園で

も行事であったり、受け入れ態勢等も整えて行かなければならない事から、まず

来年度はモデル園を設けて少し状況を見ながら、将来的には他の園も含めて出来

ればという構想は持っております。 

■増田教育長      

小池委員さんの意見は、やるのであればどこの園も共通してやっていただきた

いということですね。 

■後藤幼児教育課長 

確かにモデル園は１園となっており、学校教育課長から説明があったとおり新

規事業です。全園的に出来ればよいのかもしれませんが、その１園をモデル園と

して実施する事によって、問題点やこのやり方の方がよいのではないか等を来年

度模索させていただきたいと考えております。その後全園に広げていく、できた

ら民間園にも広げていく様な方向性を考えて行きたいと思っております。 

■小池委員 

外国の先生方が実際に来てくれなくても、それに近い様な英語教育なら良いの

でしょうか。外国の先生ではなくてもCDやDVDを利用して聞く機会はあるので、努

力して欲しいなという思いがありました。 

■佐藤教育部長   

市長戦略部でも国際交流の関係があるので声は掛けさせていただいたのですが、

令和４年度につきましてはまだそのような人達の協力も得られない状況がありま

す。できましたら、今年は先程言ったALTを月１回程度各園に行って貰う様な事を

したい。それは新規の事業ではないものですからこの中には表れてきませんが、

そういった事業をするという事が1点ですね。それとは別に、今後ずっとやってい



 

 

く為にはこのような保護者のご意見や現場の先生の意見を聞きたいという事で今

年は１園にさせて頂いていますが、教育は皆さんに平等に、格差が無い様にと

色々考えていらっしゃる市長の想いがあるものですから、その中の1つの事業とし

てこれから立ち上げる為のモデルという事で来年以降も私共は全園でできる様な

形を考えていきたいと思います。小学校３年生からは授業として完全にあるので

すが、１・２年生はまだ授業として無いものですから、幼稚園や保育園でやった

ならば１年生２年生に繋げて行く様な事を今後も検討して行きたいと思っており

ます。   

■岩田委員 

文化財課とは直接関係無いかもしれませんけれど、国道136号から入って「韮山

交番の前に大河ドラマ館はまっすぐ行きます」と案内看板に書いてあって「コン

ビニエンスストアの所で曲がって行きましょう」という看板が出ていますが、わ

ざわざ遠回りさせている意味があるのですか。 

■秋山文化財課長 

交通対策の一環でその様な誘導にしたと聞いています。 

■佐藤教育部長 

交番を曲がって行く方が距離的には近いのですね。しかしそれを直進させてお

いて、コンビニエンスストアの交差点を右に行ってくださいというのは遠回りで

はないかとの岩田委員の指摘ですね。 

■増田教育長 

大型バスの関係もありますか。 

■秋山文化財課長 

それもあるでしょうし、韮山小学校と郵便局の間の溜まりが狭いですよね。総

合的な判断だと思います。しかし来館者は時代劇場をカーナビで設定してくるで

しょうから、看板を見て進んで行こうという方は今はそんなにはいらっしゃらな

いと思うのです。韮山反射炉の時も江間のインターを通って貰って誘導路としま

したけれど、実際にカーナビで設定すると長崎から来れば早そうですし、通行料

も払わなくて良いですから。ただし市としては安全面や色々な事を配慮して誘導

しているという事と聞いています。 

■佐藤教育部長 



 

 

韮山小学校の脇道を通れば最短距離ですけど中々危険な部分もあるので考慮し

たという事ですよね。 

■増田教育長 

ほかにはいかがでしょうか。 

■清水委員 

体育館の照明のLED化ですが、学校教育課の長岡南小学校、韮山南小学校、大仁

北小学校のLED化の予算額と大仁東体育館のLED化の予算額がだいぶ違うのですけ

れどこれは規模が違うのですか。やり方が違うのですか。 

■渡邉学校教育課長      

各々の体育館はおそらく今水銀灯が設置されているかと思います。学校の体育

館は一定照度決められた水準がありますので、それをクリアするためにワット数

または個数を体育館の広さに応じて設置をしていますので、おそらく規模的なも

のかと思います。学校施設の体育館につきましてはアリーナの照明だけでなく、

トイレから廊下から外の照明も含め体育館に付属している照明は全て改修する予

定で費用を組んでいます。 

■増田教育長 

山本課長、7項の保健体育費予算が前年に比べを3千万円強減額になっているの

ですが理由はなんですか。 

■山本生涯学習課長 

これはオリパラの関係です。昨年度が随分膨れ上がったものですからその分が

減額になりました。 

■増田教育長   

さっきも気になったのだけども、８項文化財保護費とその７項保健体育費で総

額2億2千万円分が前年度より予算が少なくなっているのだけれど、10款教育費全

体としたら1億1千4百万円減額で済んでいるという事は、その分はほかの教育費が

増えていると考えれば良いですか。 

■佐藤教育部長 

そうですね。どうしても教育部で金額がかかるのが施設整備費になります。そ

れとGIGAスクール関係の1人一台端末を導入したことで、それに関わる保守とか管

理がかかります。そういう面では子ども達の為に予算が付いているという事でご

ざいます。文化財の史跡調査等もしなければいけないのですが、先送りしている



 

 

状況にありますので、教育費としては大きく減ったという事よりは子ども達のた

めにはお金を付けているという様に考えていただいた方が良いかなと思います。 

■増田教育長      

各学校の消耗費、教材の備品は微増ですけれども。 

■佐藤教育部長 

消耗品については全て1回予算を組んだものから一律5％切られています。これ

は教育部だけではありません。ですから消耗品については減額という実情はあり

ます。ただしその代わりに小学校、中学校については新型コロナウイルス感染予

防対策の予算は計上されております。 

■渡邉学校教育課長 

冒頭教育長の挨拶の中でもありましたが、各学校の図書費については例年の図

書を買い替える為の予算額に寄付金で頂いた百万円を各学校へ分散させています。

そして更に大河ドラマ「鎌倉殿の13人」の流れに乗りまして、もう1度地域の歴史

を見直そうという事から地元の補助だけに特化せず、地域に在る歴史文化の書籍

コーナーの充実を図ろうという事で、市内小中学校総額４百50万円計上しました。 

よって、今までと同じ通常の予算に加え寄付金１百万円の分散と４百50万円の

追加予算を計上しておりますので、図書費は昨年度と比べればかなり充実してい

る内容になっております。 

■佐藤教育部長 

図書費だけを見れば今説明があった通り１百万円に追加４百50万円ですから、

約５百50万円を例年よりは多く使えるという様なかたちでございます。 

■増田教育長 

1校あたり5、60万円位は増える予算ですか。 

■佐藤教育部長 

そうですね、60万円前後ということになります。 

■渡邉学校教育課長    

学校教育課の韮山中学校のトイレ改修費、これはかなり大きい金額になります。

当初、令和４年度の予算に計上する予定でしたので、この1億3千6百万円が計上さ

れると前年度に比べてプラスになってしまうのですね。ところが、今国で令和３

年度補正予算の動きが出てきました。同じ補助金を貰えるのであれば、３月の国

の補助金を先に捕まえて事業を実施した方が早く入札もでき工事期間も長く取れ



 

 

るという事がございましたので、急遽国の動きに合わせて令和３年度の３月補正

に組み換えをしました。本来令和４年度当初予算で計上する予定でおりましたの

でその分が抜けてしまって減額になっている所もあろうかと思います。 

■佐藤教育部長 

またその補正予算については、皆様に２月10日にお集まりいただく臨時教育委

員会でご意見をいただくことになっておりますので、それも併せて今後審議をお

願いしたいと思います。 

■増田教育長 

よろしいですか。それではお諮りします。議案第6号「令和４年伊豆の国市議会

３月定例会提出議案の意見聴取について（令和４年度一般会計当初予算）」は同

意するが、先程の教育委員さんからの意見で、来年度の成果を踏まえてどこの園

でも差の無い形での事業実施が早急に計画されると良いという意見を出されたと

いう事で良いでしょうか。 

■委員一同 

 （異議なし） 

■増田教育長 

  議案第6号「令和４年伊豆の国市議会３月定例会提出議案の意見聴取につい

て（令和４年度一般会計当初予算）」は同意し、市長に１件意見を述べます。 

 これで、本日予定されました付議事項につきましては、すべて終了しました。 

  ここで、１月定例会を閉会といたします。 

  

 

  

 

令和４年 ２月  日 
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