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令和４年伊豆の国市教育委員会２月定例会 

 

開会年月日  令和４年２月25日（金） 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 １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 4 号 
伊豆の国市特定教育・保育等の利用者負担額に関する条例

施行規則の一部を改正する規則の制定について 

日程第2 報 告 第 5 号 
伊豆の国市保育所等における新型コロナウイルス感染症対

策事業費補助交付要綱の一部改正について 

日程第3 報 告 第 6 号 要保護児童生徒の就学援助資格の取消しについて 

日程第4 議 案 第 8 号 準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5 議 案 第 9 号 令和４年度伊豆の国市立図書館の休館日の変更について 

日程第6 議案第 1 0号 令和４年度県費教職員の人事異動の内申（案）について 

日程第7 議案第 1 1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 

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 



 

 

  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 令和３年度不登校児童生徒集計報告及び未然防止に関する取組について 

③ 次回以降の定例教育委員会の開催について 

 

■渡邉学校教育課長 

  皆さま、こんにちは。ご出席ありがとうございます。 

開会に先立ちまして、増田教育長からごあいさつ申し上げます。 

■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２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２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１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4号「伊豆の国市特定教育・保育等の利用者負担額に関す

る条例施行規則の一部を改正する規則の制定について」の説明をお願いします。 

■後藤幼児教育課長 

幼児教育課後藤です。 

報告第４号「伊豆の国市特定教育・保育等の利用者負担額に関する条例施行規

則の一部を改正する規則の制定について」ご説明します。 

この規則は、保育園等に通う子どもの保育料である利用者負担額を定めたもの

です。今回の改正は、国の子ども・子育て支援法施行令及び地方税法が改正され

たことにより、該当項目を改正するものです。主な改正は２点です。この２点に

ついて、資料７ページからの改正前の施行規則と資料15ページからの改正の概要

を記載した資料を基に説明をさせていただきます。 

初めに、改正個所についてですが、１点目は、資料11ページの利用者負担額算

定に関連する「寡婦控除みなし適用」を定めた「別表第１ 備考欄４」と、２点

目は、資料12ページの子どもが複数人いる時の利用者負担額について定めた「別

表第１ 備考欄９」です。 

この２点の概要ですが、15ページの「２.改正の概要」をご覧ください。 

最初に、「別表第１ 備考欄９」についてです。 



 

 

こちらは、同一世帯で２人以上、保育園に通う子どもがいる場合の保育料につ

いて、第２子半額、第３子以降は０円と軽減措置についての規定が書かれており、

その第２子、第３子の兄弟姉妹の数え方について、今回、国の子育て支援法施行

令が改正されたことにより改正します。例えば３人兄弟で、小学校３年の兄と、

５歳ではあるが、どこの幼稚園・保育園にも通っていない姉と、保育園に通って

いる２歳の園児の場合、改正前の保育料の算定では、２歳の園児は３人兄弟の３

番目であっても、５歳の姉が、どこの園にも在園していないので、その姉を除い

た上から数えて２番目となるので、保育料は半額となっていました。これは、保

育料を算定する時に未就学児の兄弟について何番目かを数えるのに、兄弟 別々

の園であっても幼稚園や保育園などに通っている子のみを含めて数える「同時入

所」が要件となっていたためです。改正後は、この要件を外し、単純に同一世帯

で上から数えて何番目かを判断するようになりました。そのため、今回の例とし

て挙げた２歳の園児は第３子となるので、保育料は０円となります。 

次に「別表第１ 備考欄４」についてです。こちらは保育料を算定する際の未

婚のひとり親家庭の取り扱いについて規定したものです。保育料は市民税額に基

づいて算定していますが、改正前は、この市民税を算定する時に適用される税法

上の「寡婦控除」に未婚のひとり親は対象外でしたので、保育料の算定の時は、

公平性や経済的負担軽減を考慮して、未婚のひとり親も寡婦とみなして、寡婦控

除を適用する「寡婦控除のみなし適用」を規定して、保育料を算定していました。 

今回、国の地方税法の改正により、令和３年度の市民税の算定から未婚のひと

り親家庭の場合でも、名称は「ひとり親控除」と変わりましたが「寡婦控除」が

適用されることとなったため、保育料算定の時に適用していたこの規定を削除し

ました。以上が今回の主な改正２点の説明となります。 

なお、この規則は公布の日から適用し、「寡婦控除のみなし適用」の規定が書

かれている「別表第１備考欄４」を削る改正規定については、令和３年９月１日

以降の保育料から適用します。以上で説明を終わります。 

■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5号「伊豆の国市保育所等における新型コロナ

ウイルス感染症対策事業費補助交付要綱の一部改正について」の説明をお願い

します。 

■後藤幼児教育課長 

幼児教育課後藤です。 

報告第5号「伊豆の国市保育所等における新型コロナウィルス感染症対策事業費

補助金交付要綱の一部改正について」を説明をします。 

この要綱は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、対策を実施する私立の

保育所等に対し、その費用を助成することを定めたものです。また、この補助金

交付要綱は、国の補助事業に合わせて、令和２年３月26日に制定し、令和元年度

分の補助金から適用しています。今回の改正は、国の補助対象事業の変更があっ

たことにより、要綱中の補助対象となる事業と補助額を変更しました。主な改正

点を説明します。 

資料３ページから４ページにかけての別表をご覧ください。 

補助対象事業が改正前は「保育環境改善事業」と「新型コロナウイルス感染症

緊急包括支援事業」の２事業でしたが、改正後は、「保育環境改善事業」の１事

業となり、補助額についても改正前は、施設の規模に関係なく１施設当たり５０

万円が上限額でしたが、改正後は、施設の定員に応じた上限額に変更となりまし

た。以上が主な改正点です。 

なお、この要綱は令和３年度の補助金から適用します。以上で説明を終わりま

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 

この額の変更に伴って、市内の保育園、幼稚園で金額の変更が有る園がありま

すか。 

■後藤幼児教育課長 

はい、特に小規模園ですね。今まで一律50万円でしたが、定員が19名以下とな

る小規模園は30万円に変わります。ほとんどの施設が定員60名以上の場合に該当

するので50万円ですが、小規模園だけが30万円になってきます。 

■増田教育長 



 

 

続きまして、日程第3 報告第6号「要保護児童生徒の就学援助資格の取消し

について」の説明をお願いします。 

■渡邉学校教育課長 

＜略＞ 

□質疑 

 ＜略＞ 

■増田教育長 

続きまして、日程第4 議案第8号「準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＞ 

□質疑 

 ＜略＞ 

■増田教育長 

  議案第8号「準要保護児童生徒の就学援助資格の新規認定について」は、承

認されました。 

続きまして、日程第5 議案第9号「令和４年度伊豆の国市立図書館の休館日

の変更について」の説明をお願いします。 

■山本生涯学習課長 

生涯学習課山本です。 

議案第9号「令和４年度伊豆の国市立図書館の休館日の変更について」ご説明致

します。利用者の利便向上を図るため規則で定められている休館日を開館するも

のとなります。 

資料1ページをご覧ください。 

規則では中央図書館は月曜日が定休日、韮山図書館は水曜日が定休日となって

おります。しかし、それぞれの定休日が国民の祝日に当たった場合は、その翌日

が休日になります。例えば中央図書館ですと、７月18日月曜日は祝日と重なるた

め本来でしたら翌日の７月19日が休みになるところですが、開館します。特別整

理日については中央図書館が６月の10日間、韮山図書館は９月20日から10月10日

の７日間です。年末年始の休暇と毎月最終の金曜日の館内整理日以外を、どちら

かの図書館が開館できる様な形にするため、休館日だった部分を開館とさせてい



 

 

ただいております。規則通りですと、開館日数については中央図書館は275日です

がこれを289日とし、14日間増やしております。韮山図書館は開館日を289日とし、

規則に比べて10日間多く開館とさせていただいております。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9号「令和４年度伊豆の国

市立図書館の休館日の変更について」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9号「令和４年度伊豆の国市立図書館の休館日の変更について」は、

承認されました。 

続きまして、日程第6 議案第10号「令和４年度県費教職員の人事異動の内

申（案）について」の説明をお願いします。 

■渡邉学校教育課長 

＜略＞ 

□質疑 

 ＜略＞ 

■増田教育長 

  議案第10号「令和４年度県費教職員の人事異動の内申（案）について」は、

承認されました。 

続きまして、日程第7 議案第11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」の説明をお願いします。 

■後藤幼児教育課長 

幼児教育課後藤です。 

議案第11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」

ご説明致します。 

今回の意見聴取は、議会最終日に「令和３年度伊豆の国市一般会計補正予算

（第13号）」「令和４年度伊豆の国市一般会計補正予算（第１号）」を提出する



 

 

にあたり、教育委員会関係の補正予算案について、市長より資料１ページ、資料

５ページのとおり、教育委員会の意見を求められているものです。 

初めに、令和３年度予算の第１３号補正及び令和４年度予算の第１号補正を提

出するに至った経緯について概要を説明させていただきます。 

資料10ページをお開きください。 

今回の補正は、標題にあります「伊豆の国市職員である保育士・幼稚園教諭等

を対象とした処遇改善」を実施するにあたり、必要な経費等を補正するものです。 

この処遇改善ですが、「１.趣旨」にありますように、令和３年11月19日に閣議

決定されました「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」の施策の一つとし

て、保育・幼児教育など、新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への

対応が重なる最前線において働く保育士・幼稚園教諭等の収入を３％程度、令和

４年２月勤務分から引き上げを行い、その賃上げ効果を継続させることにより、

保育士等の賃金における処遇を改善するものです。伊豆の国市においては、この

国の閣議決定を受け、対象となる施設に勤務する保育士等の賃金における処遇改

善を実施することとなりました。 

「２.伊豆の国市処遇改善の内容」をご覧ください。 

処遇改善の対象者は「会計年度任用職員」です。賃上げですが、対象者の上限

号給を２号給、率でいうと３％程度令和４年２月１日から上げます。職種ごとの

時給等の現行と改正後の比較は、資料11ページをご覧ください。 

資料は10ページを再度ご覧ください。今回の処遇改善ですが、対象施設である

保育園・幼稚園・放課後児童教室に勤務する会計年度任用職員が対象となってき

ます。具体的な職種は、幼稚園教諭、保育園に勤務する保育士、栄養士、調理員、

調理業務補助、看護師、放課後児童教室に勤務する児童厚生員の職種です。 

なお、この処遇改善に係る経費につきましては、令和４年の２月から９月の８

ヶ月分については、全額、国庫補助金で助成されます。また、令和４年２月から

処遇改善を実施することとなったため、２月・３月分を令和３年度の補正予算と

して、４月以降分を令和４年度の補正予算として、必要経費を計上しました。 

なお、今回この２つの補正を、このタイミングで提出したのは、２月10日に伊

豆の国市も処遇改善を実施するという方向性が決定したためです。そのため、通

常の補正や当初予算の締め切り期日に間に合わず、急遽、今回補正を議会に提出

することになったためです。 



 

 

続きまして、補正額について、担当課からご説明をします。 

■渡邉学校教育課長 

それでは最初に学校教育課分からご説明致します。 

学校教育課分ですが、最初に令和３年度 伊豆の国市一般会計補正予算（第13

号）案についてご説明致します、資料３ページの歳入から説明致します。 

15款 国庫支出金 ２項 国庫補助金 ２目 民生費補助金 ５節学童保育費補助

金 355千円の増額は、放課後児童支援員等処遇改善臨時特例交付金として、２、

３月に勤務予定の48名の児童厚生員と春休み期間中に応援勤務を予定する学習生

活支援員等 31名の処遇改善にかかる報酬費の増額分です。同じく、国より10/10

補助されます。 

次に、資料の４ページをお願いします。ここからは歳出について説明致します。 

歳出につきましては、現予算残額にて対応可能なため、財源振替のみとします。

今回、国庫支出金が355千円増額により、一般財源を355千円減額とします。 

令和３年度 補正予算（第13号）案の学校教育課に関わる説明は、以上となり

ます。 

■後藤幼児教育課長 

続きまして幼児教育課です。 

保育園、幼稚園に掛かる部分になってきます、資料３ページをお開ください。 

歳入についてです。 

15款 国庫支出金 ２項 国庫補助金 ２目 民生費補助金 ６節 保育園総

務費補助金 説明欄３ 保育士等処遇改善臨時特例交付金（保育士等処遇改善事

業分）」3,511千円の増額補正は、公立保育園及び幼稚園に勤務する会計年度任用

職員の２月・３月分の処遇改善分と民間園６園の処遇改善分です。補助率は10/10

です。 

次に歳出となります。資料４ページをお開きください。 

３款 民生費 ６項 保育園費 １目 保育園総務費 説明欄４ 保育対策促

進事業 18-21 保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金2,900千円の増額は民間

園６園に係るものです。 

なお、この １目 保育園総務費 内には保育園保育士配置事業及び給食調理

員配置事業があります。こちらで公立保育園に勤務する会計年度任用職員の賃金

を支出しています。今回の２月３月分の処遇改善分442千円は、現在の予算で支出



 

 

することができるため、歳出する金額の補正は行わず、財源を一般財源から特定

財源の国県支出金に振り替えをしました。 

10款 教育費 ４項 幼稚園費 １目 幼稚園総務費の財源振替ですが、こち

らも保育園と同じように１目 幼稚園総務費内に幼稚園教諭配置事業があります。 

こちらで公立幼稚園に勤務する会計年度任用職員の賃金を支出しています。保

育士と同じように、今回の２月３月分の処遇改善分169千円は、現予算で支出する

ことができるため、補正額は０円ですが、財源を一般財源から特定財源の国県支

出金に振り替えをしました。以上です。 

■渡邉学校教育課長 

続きまして、令和４年度 補正予算（第１号）案ですが、資料の７ページの歳

入から説明致します。 

こちらは令和４年度の歳入となっております。 

15款 国庫支出金 ２項 国庫補助金 ２目 民生費補助金 ５節学童保育費補助

金 説明欄の２ 放課後児童支援員等処遇改善臨時交付金 1,338千円の増額は、

令和４年度４月～９月までに勤務予定の53名の児童厚生員と長期休暇中に応援勤

務を予定する応援者 36名の処遇改善にかかる報酬費の増額分です。 

こちらも同じく、国より10/10補助されます。 

なお、令和４年10月～令和５年３月までに勤務予定分については、説明欄１の

子ども子育て支援交付金により、国より必要経費の1/3が補助されます。 

同じく７ページの、16款 県支出金 ２項 県補助金 ２目 民生費補助金 ５節 

学童保育費補助金、放課後児童健全育成事業費交付金でございます、こちらにつ

きましては令和４年10月～令和５年３月までに勤務予定分の増額分につきまして

県より1/3補助されますので計上しております。 

次に、歳出について説明します。資料の８ページをお願いします。 

３歓 民生費 ５項 児童福祉費 説明欄14の放課後児童教室支援員配置事業 2,5

58千円の増額は、令和４年４月～令和５年３月までの勤務予定の児童厚生員53名

と長期休暇中に応援勤務を予定する36名分の処遇改善にかかる報酬費の増額分と

期末手当の増額分です。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。 

歳入の方から説明させて頂きます、資料７ページをお開きください。 



 

 

15款 国庫支出金 ２項 国庫補助金 ２目 民生費補助金 ６節 保育園総

務費補助金 説明欄３ 保育士等処遇改善臨時特例交付金（保育士等処遇改善事

業分）」13,115千円は、４月から９月の６ヶ月分に係る公立保育園・幼稚園に勤

務する保育士・幼稚園教諭等の会計年度任用職員及び民間園６園分の処遇改善に

係る交付金です。補助率は10/10です。 

説明欄４ 保育士等処遇改善臨時特例交付金（事務円滑化事業分）は、今回の

処遇改善に係る事務費の交付金です。規模に関係なく１市当たり500千円が助成さ

れます。 

続きまして歳出です、資料８ページをお開きください。 

３款 民生費 ６項 保育園費 １目 保育園総務費 説明欄４ 保育対策促

進事業費10,859千円は、民間園６園に令和４年度の処遇改善分として助成をする

補助金です。説明欄７ 保育園保育士等配置事業2,690千円、「説明欄10 保育園

給食調理員配置事業」633千円は、公立保育園に勤務する会計年度任用職員である

保育士・看護師・栄養士・調理員の毎月の給与及び賞与に係る令和４年度の処遇

改善分です。 

10款 教育費 １項 教育総務費 ２目 事務局費の財源振替についてですが、

歳入の国庫補助金の時に説明をしましたとおり、処遇改善に係る事務費500千円が

交付されます。今回この500千円を２目 事務局費内にある幼児教育一般管理事業

で支払っている一般事務の会計年度任用職員の給与等の財源に充てました。その

ため、500千円の財源を特定財源の国県支出金に振り替えました。 

資料９ページをお開きください。 

10款 教育費 ４項 幼稚園費 １目 幼稚園総務費 説明欄５ 幼稚園教諭

配置事業1,260千円は、公立幼稚園に勤務する会計年度任用職員である幼稚園教諭

の給与及び賞与に係る令和４年度の処遇改善分です。以上で説明を終わります。 

■増田教育長 

  それでは、なにか質問はございますか。 

  そもそもなぜその職種だけ処遇改善になるのかということを委員さん達に解

る様に説明してください。 

■後藤幼児教育課長 

幼児教育課後藤です。 



 

 

今回の処遇改善は、先程説明した通り国の政策の1つとして行います。その中で、

コロナ禍で対応が困難な介護職や保育職の賃金も底上げをするという事になった

のですが、保育士等は資格を有しているだけではなく、何処の施設に勤めている

かという事も要件になっており、特定教育保育施設として保育園、幼稚園、放課

後児童教室も対象になっています。令和４年９月分までは国から100%補助がある

のですが、決められた計算式の中であれば、事業主の裁量で賃上げできます。伊

豆の国市では、保育園、幼稚園、放課後児童教室に勤めている会計年度任用職員

の賃上げを令和４年２月勤務分からすることになり今回の補正に至りました。 

もう1点ですが、保育園、幼稚園、放課後児童教室の今回の処遇改善については、

令和４年２月から９月に関してはかかった経費は国からの100%補助となっていま

す。放課後児童教室の10月分以降の補助金は、現在の補助金の中で国県が1/3ずつ

補助してくれますが、保育園幼稚園の補助金は、民間園に限っては10月以降施設

に支払う運営費用の公定価格に上乗せして国県が支払うと聞いておりますが、公

立園はそのような措置がありません。地方交付税措置の中に一括で入ってくると

いう事を聞いていますのが、実際にどれ位が100％補助かは10月以降は分かりませ

ん。 

■増田教育長 

コロナで困難だった職種に対してというのが国の動きの発端なのかもしれない

ですが。 

■相原委員 

９月までの補助金は出るけれど、その後はまだ予定がないのですか。 

■後藤幼児教育課長 

１回賃上げをしたら今年の１月１日時点の基準を落とさない様にとなっていま

すので、そのまま賃上げをして行くのですが、それに対する国県の補助金がある

かは不明です。 

■相原委員 

無い場合もあるのですか。 

■後藤幼児教育課長 

公立の保育園の幼稚園に限ってはありません。地方交付税措置といって市の各

種事業に関する補助金と一緒に入ってきますので、どの金額が処遇改善分で、こ

れは公立の保育園幼稚園の分でというように明確ではないです。 



 

 

■増田教育長 

  議案第11号について、市長に述べる意見はありますか。 

■委員一同 

 （意見なし） 

■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11号「令和４年伊豆の国市

議会３月定例会提出議案に対する意見聴取について」この補正予算案について

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11号「令和４年伊豆の国市議会３月定例会提出議案に対する意見聴取

について」は承認された旨を市長へ回答します。 

 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、２月定例会を閉会といたします。 

   

 

 

 

 

 

 

令和４年 ３月  日 
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