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令和４年伊豆の国市教育委員会３月定例会 

 

開会年月日  令和４年３月25日（金） 午後２時00分～午後３時20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 ２月臨時会及び２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 7 号 
令和４年伊豆の国市議会３月定例会提出議案の議決につい

て 

日程第2 報 告 第 8 号 要保護児童生徒の就学援助資格の継続認定について 

日程第3 議案第 1 2号 
伊豆の国市教育委員会事務専決規則の一部を改正する規則

の制定について 

日程第4 議案第 1 3号 
伊豆の国市立学校管理規則の一部を改正する規則の制定に

ついて 

日程第5 議案第 1 4号 
伊豆の国市教育委員会事務局事務分掌規則の一部を改正

する規則の制定について 

日程第6 議案第 1 5号 
行政手続等の押印の見直し等に伴う関係規則の整備に関す

る規則の制定について 

日程第7 議案第 1 6号 伊豆の国市指定有形文化財の指定について 

日程第8 議案第 1 7号 準要保護児童生徒の就学援助資格の継続認定について 

日程第9 議案第 1 8号 令和４年度工事計画の策定について 

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 

  学校教育課統括監      久保田 徹 也 

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 伊豆の国市職員人事異動内示について 

③ 県費教職員の人事異動について 

④ 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。 

３月定例会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３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、相原委員と小池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３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２月臨時会及び２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7号「令和４年伊豆の国市議会３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 

学校教育課渡邉です。報告第7号「令和４年伊豆の国市議会３月定例会提出議案

の議決について」説明致します。 

資料１ページをお願いいたします。令和４年 伊豆の国市議会３月定例会に提出

しました、６つの議案について、評決結果を報告します。 

最初に伊豆の国市教育委員会委員の任命の同意については、議案第15号として

審議され、令和４年２月22日に同意が得られました。 

次に、資料の２ページをお願いします。伊豆の国市子育て支援施設条例の一部

を改正する条例の制定については、議案第９号として審議され、令和４年２月22

日に原案通り可決されました。 

次に、資料の４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（第12号）については、議案第10号として審議され、令和４年２月24日に原案

通り可決されました。 



 

 

次に、資料の５ページをお願いします。令和４年度 伊豆の国市一般会計当初予

算については、議案第16号として審議され、令和４年３月16日に原案通り可決さ

れました。 

次に、資料の６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（第13号）については、議案第27号として審議され、令和４年３月16日に原案

通り可決されました。 

最後に資料の７ページをお願いします。令和４年度伊豆の国市一般会計補正予

算（第１号）については、議案第29号として審議され、令和４年３月16日に原案

通り可決されました。説明は以上です。 

■増田教育長 

委員の皆様にはご審議頂き全て原案通り可決したという事です。 

  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8号「要保護児童生徒の就学援助資格の継続認

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 

続きまして、日程第3 議案第12号「伊豆の国市教育委員会事務専決規則の

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。 

■渡邉学校教育課長 

引き続き学校教育課渡邉です。議案第12号「伊豆の国市教育委員会事務専決規

則の一部を改正する規則の制定について」説明致します。本規則は、教育委員会

における事務処理に関し、決裁区分、手続き等を定めることにより事務処理にお

ける権限と責任の所在を明確にし、事務の適正かつ能率的な執行を図ることを目

的に定めた規則であります。今回の改正の主な理由は、令和４年４月１日付で組

織改編が行われ、教育部組織に新た教育施設整備課を配置することによる改正で

あります。組織改編の目的は、現在の市役所組織を大胆に検証し再編することに



 

 

より、市民に分かりやすい組織、効率的な事務を執行できる組織、市長の掲げる

重要施策を円滑に実施できる組織を目的に行われました。 

教育施設整備課は、学校及び幼稚園保育園の統廃合に伴う施設整備や学校、社

会施設等の施設整備や教育部全般の大規模改修等を一括で行うため、学校教育課

より機能を分離して設置します。 

具体的には、２ページ、３ページの新旧対照表をご覧ください。教育施設整備

課長の専決事項を新たに定めるとともに、幼児教育課長、図書館長、文化財課長

等の専決事項の文言等の整理を合わせて行います。 

市組織全般については、資料の10ページに全体組織図がございますので、ご確

認ください。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 

部長から、委員の皆様に新しい教育施設整備課が出来る理由を説明してくださ

い。 

■佐藤教育部長 

この課が出来るにあたっては、沢山の老朽化した教育施設があることと、幼稚

園、保育園のこども園化若しくは幼稚園の統合等を考えて行かなければならない

という事があります。施設に関しては長期の計画はあるものの、そういったもの

を具体化して実行して行くために今の係を教育施設の整備課という課に上げて、

これから色々な事項を取り組んで行くということです。 

■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12号「伊豆の国市教育委員

会事務専決規則の一部を改正する規則の制定について」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12号「伊豆の国市教育委員会事務専決規則の一部一部を改正する規則

の制定について」は、承認されました。 



 

 

続きまして、日程第4 議案第13号「伊豆の国市立学校管理規則の一部を改

正する規則の制定について」の説明をお願いします。 

■渡邉学校教育課長 

引き続き学校教育課です。議案第13号「伊豆の国市立学校管理規則の一部を改

正する規則の制定について」説明致します。 

今回の改正理由としまして、資料の15ページをお願います。本規則第31条の２

中には、「共同学校事務室」の設置や事務を定めておりますが、拠点校は県費事

務職員の室長の配置された学校とし、事務は具体事務の一部が記載されておりま

す。本改正では、県費事務職員の室長の異動に伴う規則改正事務の軽減を図り、

また事務職員の事務運用適正化及び教職員の多忙化解消に向けた取組みを更に推

進するため、政令で定めた事務とすることで、より幅広く柔軟で効率的な事務処

理が行われるように改めます。 

資料の２ページの新旧対照表をお願いします。第31条の２共同学校事務室の場

所を伊豆の国市立韮山中学校を、教育委員会が指定する学校に改めます。同条２

項に事務の内容を政令で定められた事務の内容に改めます。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 

共同学校事務の制度自体が、なかなかご理解頂けないのかもしれないので統括

監説明してください。 

■久保田統括監 

市内の学校には県費負担事務職員が９校に1人ずつおります。事務職員とそれら

を統括する室長が現在は韮山中学校に1名おりまして、計10名で組織しております。

従来学校事務は、各学校の事務職員が自分の学校の職員の給与に関する事や庶務

をそれぞれ行っていたのですが、一任職であるが故に、それをそれぞれすること

が効率的に良くなかったり、チェック機能が十分に機能しないという問題点がご

ざいました。10名の県費負担事務職員を3つのチームに分けまして、お互いの学校

の職員業務を相互点検機能ができる様な形で業務を行っております。 

また、年々職員が入れ替わっていきますので、後進を育成するという目的もご

ざいます。静東教育事務所管内に20市町ありますが、それぞれに共同学校事務室

が配置されているという状況になっています。 



 

 

■相原委員 

韮山中学校ではなくて、何処でもよいという事にしようという事ですか。 

■久保田統括監 

色々理由はあるのですが、学校規模で選んでいくと年々児童生徒の数の増減が

あります。また10名の職員が集まり易い場所という問題もあります。ベテラン職

員がいつも韮山中学校に配置されれば良い訳ですが、人事配置によってはそれが

叶わなくて韮山中学校に室長を付けるのが難しかったり、正規職員を必ず充てる

保証がないのです。そのため、その時の状況に合わせた形で室を配置できる様に

今回見直すという事です。 

■相原委員 

後は市の職員が１人ずつ、若しくは２人いるのですか。 

■久保田統括監 

今は1人ずつお願いしています。 

■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13号「伊豆の国市立学校管

理規則の一部を改正する規則の制定について」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13号「伊豆の国市立学校管理規則の一部を改正する規則の制定につい

て」は、承認されました。 

続きまして、日程第5 議案第14号「伊豆の国市教育委員会事務局事務分掌規則

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。 

■渡邉学校教育課長 

学校教育課渡邉です。日程第5 議案第14号「伊豆の国市教育委員会事務局事務

分掌規則の一部を改正する規則の制定について」説明致します。 

この規則は、当市教育委員会の事務局の組織、事務分掌、職の設置等、必要な

事項を定める規則です。今回の一部改正の主な理由は、先程の組織改編による教

育施設整備課を配置することと、その係の配置及び役職に関する文言の整理によ

るものであります。 



 

 

資料の５ページ、６ページの新旧対照表をお願いします。第２条の組織に教育

施設整備課を置き、学校教育課の施設整備係を削除します。生涯学習課に社会体

育係を置き、文化財課の世界遺産室を世界遺産係に改めます。また、学校給食関

係では、韮山学校給食センターの名称を実在する各給食施設名に改めます。 

また、第４条の職制、第５条の部長等では、教育支援センター的機能の充実を

図る役職として、教育支援監を新たに配置します。 

資料の７ページから11ページまでの別表第１をお願いします。別表第１では、

各係の事務分掌を定めております。今回の改正は、基本的には文言等の整理です

が、学校管理係内に教育施設のデジタルフォーメーションを進めるため、教育DX

総括に関することを追記しております。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14号「伊豆の国市教育委員

会事務局事務分掌規則の一部を改正する規則の制定について」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14号「伊豆の国市教育委員会事務局事務分掌規則の一部を改正する規

則の制定について」は、承認されました。 

続きまして、日程第6 議案第15号「行政手続等の押印の見直し等に伴う関係規

則の整備に関する規則の制定について」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。議案第15号「行政手続等の押印の見直し等に伴う関係規

則の整備に関する規則の制定について」説明致します。 

資料55ページをお願いします。行政手続き等の押印の見直しの趣旨ですが、新

型コロナウイルス感染拡大を防止するため、また、デジタル時代を見据えたデジ

タルガバメント実現のためには、書面主義、押印原則、対面主義からの決別が喫

緊の課題となっており、国では『地方公共団体における押印見直しマニュアル』



 

 

を作成しました。本市においても本マニュアルに基づき、各種手続き等における

押印の見直しを実施することとなりました。 

資料54ページをお願いします。今回、全部で10規則、38の様式書類の見直しを

行います。この様式見直しには、押印の見直しに関するものと一部文言等の見直

しを行うものも含まれております。 

資料56ページをお願いします。押印の見直しの対象ですが、本市の条例等によ

り押印が求められているものを対象とし、押印及び署名の見直しにおける基本方

針として、押印を求める趣旨の合理性を判断基準とし、合理性を欠くものは、廃

止します。具体的には、認印は原則廃止とし、印鑑証明書の提出を求めていない

登記印及び登録印の押印や、証明書の添付の有無についても見直しの検討を行い

ます。公印については、廃止は行いません。以上の方針により、申請書類への押

印見直しを行った結果、今回廃止及び修正する様式を添付しました。 

資料の53ページをお願いします。この規則は、令和４年４月１日から施行とし

ます。また、経過措置として、改正前の様式により提出された申請書等は、改正

後の規則の相当する様式により提出されたとみなし、既に作成されている様式は、

当分の間使用することができるとします。説明は以上です。 

■増田教育長 

  説明が終わりました。何かご質問等はございますか。 

■増田教育長 

教育部だけでなく、市の行政手続き全てにわたっての取り組みの中の、教育部

の部分という理解で宜しいかと思います。 

■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15号「行政手続等の押印の

見直し等に伴う関係規則の整備に関する規則の制定について」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15号「行政手続等の押印の見直し等に伴う関係規則の整備に関する規

則の制定について」は、承認されました。 



 

 

続きまして、日程第7 議案第16号「伊豆の国市指定有形文化財の指定について」

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16号「伊豆の国市指定有形文化財の指定について」

説明致します。 

伊豆の国市文化財保護審議会の方針に基づき伊豆の国市指定有形文化財を指定

するものです。資料２ページをご覧下さい。北條寺文書について伊豆の国市指定

有形文化財（古文書）に指定する事が適当であるという答申を頂いております。

北條寺文書の内容につきましては諮問の際に説明した通りです。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 

前回でしたか、諮問の際に10何通かの古文書の写真を見て頂いたと思います。 

■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16号「伊豆の国市指定有形

文化財の指定について」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16号「伊豆の国市指定有形文化財の指定について」は、承認されました。 

続きまして、日程第8 議案第17号「準要保護児童生徒の就学援助資格の継続認

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17号「準要保護児童生徒の就学援助資格の継続認定について」は、生活

保護基準額１．３倍以上の世帯は全員却下されました。 

続きまして、日程第9 議案第18号「令和４年度工事計画の策定について」の説

明をお願いします。 



 

 

■渡邉学校教育課長 

学校教育課です。議案第18号「令和４年度工事計画の策定について」説明致し

ます。 

工事計画の策定については、公共工事の入札及び適正化の推進に関する法律及

び同法施行令 第２条により、当該年度に発注することが見込まれる公共工事に関

する事項を公表することとなっております。また、伊豆の国市教育長の専決事項

に関する規則 第２条第12項の専決除外事項に「1件130万円以上の工事計画を策

定すること」とあるため、別紙により提案し、担当課より順次説明致します。 

１ページをお願いします。４月に公表という事で新しい組織名となっておりま

す。始めに教育施設整備課ですが、小学校施設維持補修事業では、経年劣化の著

しい、屋外プールの塗装補修工事を行います。韮山南小学校ではプール槽の塗装

とプールサイド塗装を計画しており、大仁小学校ではプールサイド塗装を計画し

ております。ともに発注予定月は９月で、指名競争入札により契約します。 

次に、小学校施設LED化推進事業では、長岡南小体育館と韮山南小体育館と大仁

北小体育館照明をLED照明に交換し、省エネルギー化を図ります。発注予定月はと

もに６月で、指名競争入札により契約します。 

次に、中学校施設LED化推進事業では、長岡中学校平成館の照明LED化を計画し

ております。発注予定月は９月で、指名競争入札により契約します。 

次に、伊豆長岡学校給食センター維持管理事業では、設置から20年を経過するL

Pガス施設のバルクタンクの更新工事を計画しております。発注予定月は４月で、

発注業者と随意契約を予定しております。 

次に、令和３年度事業で繰越明許しました工事を説明します。 

初めに、長岡中学校屋外トイレ改修事業では、グラウンド内の屋外トイレの改

築を計画しております。発注予定月は９月で、指名競争入札により契約します。 

次に、韮山中学校大規模改修事業では、校舎内トイレの全面改修工事を計画し

ております。発注予定月は４月で、制限付き一般競争入札により契約します。 

次に、大仁中学校体育館大規模改修事業では、体育館内トイレの全面改修工事

を計画しております。発注予定月は９月で、指名競争入札により契約します。 

学校教育課は以上です。 

■山本生涯学習課長 

続きまして生涯学習課の説明を致します。 



 

 

体育施設維持補修事業トイレ改修工事大仁東体育館となります。こちらは昭和 

57年に建設されました大仁東体育館の老朽化した男子トイレを、今回は和式ト

イレを洋式トイレに変更致します。また、バリアフリー化を目指しまして湿式を

乾式と致します。発注予定月につきましては７月、指名競争入札となります。 

同じく体育施設維持補修事業、韮山体育館受変電設備改修工事となります。こ

ちらは点検業務において指摘がありました高圧機器、及び低圧開閉器の更新を行

います。発注予定月につきましては７月、指名競争入札となります。 

最後に体育施設照明LED化推進化事業となります。 

大仁東体育館の照明LED化工事となります、こちらにつきましてもアリーナ照明

のLED化となります。発注予定月につきましては７月、指名競争入札となります。

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 

大規模な工事ですので児童生徒の活動への影響ができるだけ少なくすむ様な形

で実施すると思いますが、韮中は10カ月間のトイレ工事はどの様に進めて行くか

聞いていますか。 

■渡邉学校教育課長 

校舎が北校舎と南校舎と大きく２つあり、中学校ですので４階建ての校舎とな

っております。そこに各々男女別にトイレがございますので８カ所と教職員用が

ございます。建物の同じフロアに同じようにトイレがありますので同じ系統毎1つ

ずつ順次工事を行って参ります。校舎内のトイレが使えない部分は仮設トイレの

設置をし、そちらも使いながら又は、工事を行わないトイレも使いながら工事を

進める予定となっております。解体等でどうしても大きい音が出る様な工事につ

きましては、子ども達への授業に支障がない様に土曜、日曜日に行う様な形で進

めて参ります。 

■増田教育長 

今年度終われば全てトイレ工事が完了するという事でしたでしょうか。 

■渡邉学校教育課長 

令和３年度に小学校につきましては大仁北小学校が完了しましたので、小学校

の校舎は全て完了しました。令和４年度に韮山中学校、令和５年度に長岡中学校



 

 

の計画をしており令和６年度には小中全てのトイレ改修が終わります。大仁中学

校につきましては建設時から対応ができているという事から、工事の見込みはご

ざいません。 

■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18号「令和４年度工事計画

の策定について」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18号「令和４年度工事計画の策定について」は、承認されました。 

 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、３月定例会を閉会といたします。 
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