
議第５号 

 

 

 

 

令和４年度教職員人事異動の内申について 

 

 

 令和４年度教職員の人事異動について、別紙のとおり山形県教育委員会に内

申するものとする。 

 

 

令和４年３月５日提出 

 

                   鶴岡市教育委員会 

教育長  布 川   敦    



令和４年３月５日 

 

鶴岡市教育委員会 様 

 

教育長   布 川  敦 

 

 

 

臨時代理処理事項の報告について 

 

 

鶴岡市教育委員会教育長に対する事務委任規則第１条第３項の規定に基づき、

臨時代理処理事項について以下のとおり実施しましたので報告します。 

 

 

○令和４年３月市議会定例会に提案する教育委員会に係る議案の意見聴取 

について（回答） 



鶴教管発第１８５号 

令和４年２月１６日 

 

 

鶴岡市長   皆 川  治 様 

 

 

鶴岡市教育委員会 

教育長  布 川  敦 

 

 

令和４年３月市議会定例会に提案する教育委員会に係る議案の 

意見聴取について（回答） 

 

 

  令和４年２月１６日付け総発第３１号で意見を求められた議案について、異

議はありません。 

 

 

１ 令和３年度教育費３月補正予算について 

 



（歳入）

款項目 歳入名称

15.2.1

総務費国庫補助金 0 63,566 63,566

15.2.1

総務費国庫補助金 0 9,703 9,703

15.2.1

総務費国庫補助金 0 18,681 18,681

15.2.1

総務費国庫補助金 0 1,804 1,804

15.2.8

教育費国庫補助金 35,980 41,939 77,919

15.2.8

教育費国庫補助金 0 14,175 14,175

15.2.8

教育費国庫補助金 17,526 56,008 73,534

15.2.8

教育費国庫補助金 0 6,525 6,525

22.1.8

教育債 0 79,200 79,200

22.1.8

教育債 0 154,400 154,400

53,506 446,001 499,507

中学校債
（国土強靭化事業債･学校教育施
設等整備事業債･合併特例債）

千円 千円 千円 大規模改修費用に対する市債［国土強靭化事業債81,200千円 充当率100％ 算入率66.6％/合併特
例債51,800千円 充当率95％ 算入率70％］、冷房設備整備(空調改修)費用に対する市債［学校教
育施設等整備事業債19,900千円 充当率100％ 算入率66.6％/合併特例債1,500千円 充当率95％
算入率70％］

合　　　計
千円 千円 千円

中学校費補助金
（学校保健特別対策事業費補
助金）

千円 千円 千円
学校における感染症対策等に係る補助金6,525千円［補助率1/2］

小学校債
（国土強靭化事業債･学校教育施
設等整備事業債･合併特例債）

千円 千円 千円 大規模改修費用に対する市債［国土強靭化事業債21,300千円 充当率100％ 算入率66.6％/合併特
例債2,400千円 充当率95％ 算入率70％］、冷房設備整備(空調改修)費用に対する市債［学校教育
施設等整備事業債51,700千円 充当率100％ 算入率66.6％/合併特例債3,800千円 充当率95％ 算
入率70％］

小学校費補助金
（学校保健特別対策事業費補
助金）

千円 千円 千円
学校における感染症対策等に係る補助金14,175千円［補助率1/2］

中学校費補助金
（学校施設環境改善交付金）

千円 千円 千円 大規模改修に係る交付金45,910千円［防災機能強化:補助率1/3,1校あたり下限400万円/
長寿命化改良:上限1億円/障害児対策:補助率1/2,保有面積2000㎡以上］、冷房設備整備
(空調改修)に係る交付金10,098千円［補助率1/3,1校あたり下限400万円］

総務管理費補助金
（地方創生臨時交付金）

千円 千円 千円 新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、図書館を安全に利用する
ための環境構築に係る交付金1,804千円［図書除菌機1,056千円、自動貸
出機748千円/補助率100％］

小学校費補助金
（学校施設環境改善交付金）

千円 千円 千円 大規模改修に係る交付金15,786千円［防災機能強化:補助率1/3,1校あたり下限
400万円/障害児対策:補助率1/2,保有面積2000㎡以上］、冷房設備整備(空調改
修)に係る交付金26,153千円［補助率1/3,1校あたり下限400万円］

総務管理費補助金
（地方創生臨時交付金）

千円 千円 千円 小学校感染症対策等事業15,175千円、中学校感染症対策等事業6,975千
円、小学校通学対策事業25,854千円、中学校通学対策事業15,562千円
［補助率100％］

総務管理費補助金
（地方創生臨時交付金）

千円 千円 千円 新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、成人式の安全･安心な開催
に向けた感染状況の確認に係る交付金18,681千円［PCR検査キット及び郵
送料3,003人分/補助率100％］

総務管理費補助金
（地方創生臨時交付金）

千円 千円 千円 小学校GIGAスクールスクール構想推進事業4,199千円、中学校GIGAスクー
ルスクール構想推進事業5,504千円［補助率100％］

 令和３年度　教育費 ３月補正予算について

補正前の額 補正額 計 備　　考



（歳出）

款項目 事業名

10.2.1

学校管理費 0 29,350 29,350

10.2.2

教育振興費 0 25,854 25,854

10.2.2

教育振興費 0 4,199 4,199

10.2.3

学校建設費 46,014 39,532 85,546

10.2.3

学校建設費 65,340 81,707 147,047

10.3.1

学校管理費 0 13,500 13,500

10.3.2

教育振興費 0 15,562 15,562

10.3.2

教育振興費 0 5,504 5,504

10.3.3

学校建設費 26,825 181,484 208,309

10.3.3

学校建設費 52,065 31,636 83,701

10.4.1

社会教育総務費 0 18,681 18,681

10.4.3

図書館費 0 1,804 1,804

190,244 448,813 639,057

図書館一般管理運営事業
（庁用器具購入費）

千円 千円 千円 新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、図書館を安全に利用するための
環境を構築するために必要となる経費（図書除菌機1,056千円、自動貸出機748
千円）［所管：図書館］

合　　　計
千円 千円 千円

中学校冷房設備整備事業
（委託料･工事請負費）

千円 千円 千円 中学校特別教室（理科室・家庭科室・図書室）に冷房設備を整備するための工事費（整
備面積1,020.5㎡(10教室分)×設備単価＠29,700円/整備予定:R3年度4校,補正予算分4
校,3月補正分2校）［所管：管理課］

社会教育行政一般
（消耗品費･通信運搬費）

千円 千円 千円 成人式の安全･安心な開催に向けた、県外在住参加者の新型コロナウイルス感染状況確
認のためのPCR検査キット購入経費（R3～5年成人式参加想定人数 3,003人/(検査ｷｯﾄ
6,000円＋送料220円)×3,003人）［所管：社会教育課］

中学校ＧＩＧＡスクール構想
推進事業（委託料）

千円 千円 千円 アクセスポイントを増設し、安定して校内通信ネットワークに接続できる環境を整備するための
経費（図書室や理科室等特別教室付近に増設/鶴一･鶴二･鶴三･鶴四･朝五･豊浦･藤島･羽黒･櫛引･
朝日･温海に計37台）［所管：学校教育課］

中学校大規模改修事業
（手数料･委託料･工事請負
費）

千円 千円 千円 経年劣化により破損している高架水槽、部品供給終了で維持管理困難となるエレベーター、季節
風等による劣化で雨漏りが生じている体育館等を改修するための工事費（高架水槽:鶴四中/EV:鶴
一中/体育館:鶴五中）［所管：管理課］

中学校通学対策事業
（自動車借上料）

千円 千円 千円 新型コロナウイルス感染リスクの低減を図るため、スクールバスの過密乗車緩
和対策として運行車両を増台するための経費（藤島中、羽黒中、鶴三中）［所
管：管理課］

小学校冷房設備整備事業
（委託料･工事請負費）

千円 千円 千円 小学校特別教室（音楽室･理科室･家庭科室･図書室）に冷房設備を整備するための工事
費（整備面積2,644.2㎡(25教室分)×設備単価＠29,700円/整備予定:R3年度10校,補正予
算分8校,3月補正分7校）［所管：管理課］

中学校感染症対策等事業
（消耗品費･庁用器具購入費）

千円 千円 千円
学校教育活動を継続し、生徒の学びを保障するための取組に必要となる経費（保健衛生用品等の
購入や衛生環境の向上のほか、効果的な学校教育活動や家庭学習を支援）［所管：管理課］

小学校ＧＩＧＡスクール構想
推進事業（委託料）

千円 千円 千円 アクセスポイントを増設し、安定して校内通信ネットワークに接続できる環境を整備するための
経費（図書室や理科室等特別教室付近に増設/朝一･朝二･朝三･朝五･朝六･黄金･京田･上郷･大山･
羽黒･広瀬･櫛東に計27台）［所管：学校教育課］

小学校大規模改修事業
（手数料･委託料･工事請負
費）

千円 千円 千円 経年劣化により漏水している受水槽及び部品供給終了で維持管理困難となるエ
レベーターを改修するための工事費（受水槽:羽黒小/EV:朝三小）［所管：管理
課］

小学校通学対策事業
（自動車借上料）

千円 千円 千円 新型コロナウイルス感染リスクの低減を図るため、スクールバスの過密乗車緩
和対策として運行車両を増台するための経費（藤島小、渡前小、東栄小、羽黒
小）［所管：管理課］

補正前の額 補正額 計 備　　考

小学校感染症対策等事業
（消耗品費･庁用器具購入費）

千円 千円 千円
学校教育活動を継続し、児童の学びを保障するための取組に必要となる経費（保健衛生用品等の
購入や衛生環境の向上のほか、効果的な学校教育活動や家庭学習を支援）［所管：管理課］


