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第164回一関市教育委員会定例会 会議録 

１ 開催日時 

  開会 平成29年４月25日（火）午後２時00分 

  閉会 平成29年４月25日（火）午後４時06分 

２ 会議の場所 

 議会第２委員会室 

３ 出席者 

委員長  鈴  木    功 

委 員  千 葉 和 夫 

委 員  佐 藤 一 伯 

教育長  小 菅 正 晴 

４ 会議に出席した関係者及び職員 

教育部長                  中 川 文 志 

一関図書館長                千 葉 秀 一 

教育部次長兼学校教育課長          小 山 祐 二 

教育総務課長              佐 藤 鉄 也 

文化財課長兼骨寺荘園室長          佐 藤 武 生 

まちづくり推進部長             佐々木 裕 子 

まちづくり推進部次長兼いきがいづくり課長 佐 川   伸 

教育総務課長補佐兼庶務係長         中 田 善 久（記録） 

５ 議題及び議決事項 

なし 

６ 報 告 

⑴ 平成28年度一関市内小中学校のいじめの発生状況について 

⑵ 行事報告及び行事予定について 

７ その他  
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⑴ 一関市立幼稚園の統廃合及びこども園化について 

⑵ 平成29年度学校教育行政の重点について 

⑶ 平成29年度社会教育行政の方針について 

⑷ 中学校部活動休養日の設定について 

⑸ 教職員の勤務時間管理について 

⑹ 岩手県指定無形民俗文化財の指定について 

８ 会議の議事 

○委員長 第164回一関市教育委員会定例会を始めます。 

小野寺真澄委員は、今日は欠席です。 

よって、教育委員４名出席ということになります。 

報告⑴ 平成28年度一関市内小中学校のいじめの発生状況について 

○委員長 報告に入ります。報告括弧１、平成28年度一関市内小中学校のいじめの発生状

況について、報告をお願いします。 

○教育部長 資料ナンバー１でございます。 

一関市内小中学校のいじめの発生状況について、内容については、学校教育課長より

説明をさせます。

○教育部次長兼学校教育課長 資料ナンバー１をご覧ください。

（説明） 

○委員長 休憩いたします。 

午後２時02分 休憩 

午後２時12分 再開 

○委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

資料１の１に関して、質問等を出してください。

○ 千葉委員 全国、岩手県と一関市を比較したときに、１校当たりの認知件数、全国が

6.8で、岩手県が6.3、一関が0.84という、かなり少ないですけれども、その理由なり分析

があれば聞かせてください。 

○教育部次長兼学校教育課長 いじめの発生状況については、様々な調査の仕方がありま

して、なるべく多く出すようにと指導もあったのですが、一関の場合は、いじめについて

は、報告書を求めるということもあるかもしれません。 

より厳選されたものが上がってきていると。 

他の市町村では、口頭及び数の報告だけということもありますので、その精査は、一
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関よりも行われていないことがあるかもしれません。 

原因は、はっきりしませんけれども。 

あとは、いじめについては、学校現場においては、社会的な通念上のいじめと、今回

のいじめの定義によるいじめの内容については、学校現場では迷いがありまして、いじめ

の認知については、各学校現場、市町村によって微妙なとらえ方があるのは確かだと思う

ので、他市町村に調査したわけでなく、はっきりとは申し上げられませんが、そのような

違いがあるのかなと思っています。 

○教育長 追加でお話ししますけれども、確かに一関の場合、非常に少ないです。 

今の時代は、いじめの件数が少ないことが、むしろ良くないことだと捉えられる傾向

があって、この前の教育民生常任委員会の中でも、その指摘がありました。 

今、次長のほうから説明があったように、一関市の場合には、報告の内容が電話で一

報あった上に、さらにＡ４版に細かく書いて出すというやり方をとっていたんです。 

そのやり方が煩雑だという、件数が例えば100件あったならば、各学校、それを割り返

しても、四つ、五つなるわけで、それをそのたびに出すのかという意識がどうしても根底

に働くと、どうしても数としての報告が抑えられてしまうという傾向があったのかなとい

う部分が反省としてあります。 

よって、今年度は、様式をかなり簡略化したものに変えましたので、それで様子を見

ていきたいと思っております。 

それから、全部で42件ということは、学校数が50校なので、０件、１件もありません

でしたという学校が半数を超えるんです。 

これもまた勘ぐって考えられると、隠しているんじゃないかとなりかねない部分があ

りまして、校長会議の中では、もし０件であった場合にも、必ずうちの学校は０件であっ

りましたということをホームページ若しくは学校だより等で必ず保護者に周知してくださ

いという言い方をしました。 

周知することによって、うちの子どもはいじめられたのに、なぜゼロなんだという部

分で、学校が隠すとかいう行為はなくなるだろうというふうなことで、そのような指導も

したところであります。 

あともう一つ、次長が言ったことに付け加えますと、いじめの捉え方が例えば、ある

子どもとある子どもが何らかの関係の中で注意するだとか、言うだとかあって、それを受

けた方がストレスとして感じたということになって、本人がいじめられたとなれば、これ

はいじめとなってしまう。 

極端に言えば、列にちゃんと並ばせなくちゃならない体育委員が、「おい、ちゃんと

並べよ」と注意して、本人が心に大きなダメージを受けたとなれば、いじめ１件となると
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いう法律上の解釈です。 

それと、おとなが一般的に考えているいじめとのギャップがあるので、どうしても判

断する側によって、多かったり少なかったりするのは事実です。 

○委員長 ０件の半数近くの学校が、今の一関市の状況でいくと、例えば、千厩地区だっ

たらば、来年の４月に５校統合するという直前にあるわけですよ。 

つまり、それだけ学校規模自体が複数学級でない、学年１学級という学校が、千厩小

除き全部あるいは複式になっているとか。 

同じように、花泉も１校に統合するという話になって、現在６校あるという状況。 

そういう意味では、規模の小さい学校、生徒数、学級数が小さい状況にあるという風

に考えられる。 

室根もそうなんですね。 

そういうふうな学校規模が小さい状況にあると、この規模との関わりがどうなのかな

と感じたんですよ。 

こういう規模的なものとの関係がありそうなのか、あるとは考えられないよというあ

たりなのか、その辺が他地区より規模の問題が影響ないかなという気もしたのですが、い

かがでしょうか。 

○教育長 学級規模との関係は、今、統計がないので話せませんが、必ずしも大きな学校

が多くて、小さな学校が少ないということでもないようです。 

小さな学校でも割といじめの問題が大きくなっているケースはありますので、一概に

は言えないという部分だと思います。 

○教育長 この部分につきまして、重大事態という形で１件発生がありましたので、この

ことについて簡単に報告をいたしますが、中学校１年生の女子が同じ中学校１年生の女子

からいじめを受けたという件がありました。 

この件については、言葉によるストレスを感じた案件であります。 

被害を受けた子どもについては、現在、別室登校という形になっておりますので、教

育委員会といたしましては、この件を大きく考えて、重大事態扱にしたいと考えておりま

す。 

○委員長 休憩します。 

午後２時21分 休憩 

午後２時35分 再開 

報告⑵ 行事報告及び行事予定について 

○委員長 再開します。 
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報告括弧２の行事報告及び行事予定に進みます。 

では、行事報告、教育長。 

○教育長 資料ナンバー２の１の１ページから、前回教育委員会議が３月16日でしたので、

それ以降のことについて報告します。 

第50週の３月18日、骨寺村荘園遺跡の総括報告会が一関文化センターでありました。

岩大の広田先生をはじめ７人の研究者、文化庁の調査官、鈴木さんという方ですが、その

方々が報告、講演をしてくれたものです。30分ぐらいずつ報告しましたが、非常に多岐に

わたる方面からの報告でありました。 

51週、22日、一関市立千厩小学校校歌及び校章採用作品の作成者への記念品贈呈並び

に発表がありました。新しい校歌の作詞者は、滋賀県近江八幡市の方であります。井上さ

んという80歳の公募で出された方が選ばれました。曲は、奥州市江刺の柴田誠太郎さん、

26歳の若手の方であります。採用された校章は、地元千厩の佐藤佑樹さんという33歳の方

の作品が採用されたところであります。 

同じ日、骨寺荘園本部会議がありまして、先ほどの話された先生方が今年度の様々な

研究のまとめ、次年度の方向性を話し合われたところであります。 

次の週、52週、３月30日、ケーニヒ杯国際大会個人準優勝、団体優勝報告は、萩荘小

学校６年生の千葉穂波さんがフェンシングでドイツのハレ市に行って、そこでの大会に臨

んだことの報告でありました。 

同じ日に東山小学校建設候補地検討委員会がありました。これは、あとでまた触れま

す。 

31日、日本学校教育学会相互連携協定締結と、これは新聞に載りましたが、日本学校

教育学会というのがありまして、ここで中心的な活動をしているのが東京学芸大の佐々木

幸寿副学長さんであります。元岩手県の高校の先生でありますが、一関と提携を結んで、

積極的に支援をしてくれるという締結を行いました。一関では、算数、数学の模範授業を

３回、講演会を１回、今後予定しておるところであります。３年間の期間の協定の締結で

ありました。 

次、４月に入ります。２ページであります。 

４月３日でありますが、佐藤副市長が就任しました。前の総務部長、59歳の方であり

ます。 

同じ日、小中学校合同の着任式がありました。出席大変ありがとうございました。今

年度は、校長が50人のうち13人が転入しました。副校長は、50人のうち10人が転入しまし

た。新採用は、全部で教諭ほか18人が一関に入っております。 

６日、市立幼稚園、こども園の園長会議がありました。これは、年度の初めの会議で
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ありますが、預かり保育とか、ことばの取組とか、この辺の方針をここで話したところで

あります。 

４月10日、市の教育研究所の運営委員会がありました。研究所の運営方針と学力や教

員の研修などについて、話したところです。委員長は、桜町中の小野寺孝校長が委員長に

なっております。 

同じ日、市内の高校、９人の校長先生方に毎年１回、市の教育についてお話をさせて

いただいているので、今回も行って、話をさせていただいておりました。今回、新しく校

長先生になられた方が３人ほどおります。 

12日、市の校長会議、これは小中学校ですが、初めての校長会議がありました。私の

ほうからは、校長として学校の目標をきちんと掲げて、危機管理をしっかり対応して、人

材育成を行ってほしいという話をさせていただいたところであります。 

第４週、４月17日、特別支援教育の推進会議がありました。特別支援教育についての

ご意見を伺う機会でありましたので、委員には７人の委員をお願いしておりますが、秋保

クリニックの先生とか、清明支援学校の校長先生とかを含んで７人をお願いしております。

委員長には、千厩中学校の千葉敏之校長先生にお願いしたところであります。 

同じ日、東山小学校の検討委員会がありました。これについても、あとでお話をさせ

ていただきます。 

19日、管内の教育長会議がありまして、一関、平泉、奥州、金ヶ崎の４市町の教育長

たちに、県の教育事務所の方で県の方針、事務所の方針を話していただいたところです。 

同じ日の午後に管内の校長会議がありまして、97人の校長先生がこの会議に出席して

おります。 

同じ19日、辞令交付を博物館長、入間田館長さん、今後また２年間更新していただけ

るということで、辞令を交付させていただきました。骨寺研究の第一人者でありますので、

世界遺産登録について、なお一層ご指導をお願いしたところであります。 

20、21日と東北都市教育長協議会の定期総会が福島市でありました。東北の77市の教

育長が参加する総会でありました。なお、来年の５月に全国の教育長協議会がここ一関で

行われる予定でしたので、そのことについても、若干前触れをしておいたところでありま

す。 

次の３ページになりますが、４月24日、一関市のいじめ対策問題協議会が昨日ありま

した。年１回開催しております。いじめの現状とか情報交換、対応についての意見をたく

さんいただいたところであります。この中でも、重大事態についての報告をしております。 

最後でありますが、昨日の夜に東山地域の住民懇談会がありました。話を先に戻しま

すけれども、３月30日に東山小学校建設候補地検討委員会がありまして、住民の組織です。
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ここで、ＪＡの隣接地を第一候補と考える。現東山小学校を第二候補として考えようとい

う話になりまして、それを受けて、４月６日に東山の長坂４区、ＪＡ横の候補地になって

いる所の住民の方々に支所のほうで説明をしました。私も入りましたけれども。その中で

は、水害に対する不安、地権者が同意していないところがある等の話がありまして、それ

を受けて考えた場合に、ＪＡの横の部分は、候補地としては難しいという結論になりまし

て、それをもう一度、検討委員会として４月17日にかけたところであります。その結果、

検討委員会では、今の東山小学校にしようということになりまして、昨日は長坂地区で説

明をしたところであります。今日は田河津地区に説明に入る予定です。明日は松川地区に

入る予定で、この３日間で了解が得られれば、現東山小学校で教育委員会に提言を受けま

して、教育委員会議に後日かける予定であるということを報告しておきます。 

○委員長 教育長の報告について、質問ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長 なければ、行事予定お願いします。 

○教育総務課長 これからの予定につきましてお話しいたします。

（説明） 

○委員長 定例教育委員会議は、５月30日の14時からでよろしいでしょうか。 

○教育長 総合教育会議がこのあたりという情報があったのですが、大丈夫ですか。 

○教育総務課長 未定ではありますが、５月後半となります。 

○委員長 あと、行事予定についてございませんか。 

○千葉委員 ５月23日の教育委員視察研修というのは、我々には関わりは。 

○教育長 私たちが見てくるという。花泉地域で小学校統合を34年度を目途にやっており

ますけれども、話題になっているのが小中一貫について、教育委員会の考え方はどうなん

だということで、前に私も行って、話をさせていただいております。 

小中連携で進めているのですが、小中一貫についても研究しながらということであり

ます。 

今回、ここを見て、ある程度前にも学習しましたので、ここを実際に見て、話を聞き

ながら、花泉に当てはめた場合に、はたして花泉でできるかどうかということ、教育委員

会の中での姿勢を出していただいて、それを花泉地域にはお伝えしたいと考えておるとこ

ろであります。 

○委員長 そのほか、ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長 行事予定について、以上で終わります。 
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その他⑶ 平成29年度社会教育行政の方針について 

○委員長 引き続き、３に入ります。その他の平成29年度社会教育行政の方針について、

説明をお願いします。 

○まちづくり推進部長 一関市教育委員会社会教育行政の方針につきましては、平成27年

度末に策定したものでございましたが、昨年度、お示しをしておりませんで大変申し訳ご

ざいませんでした。 

この社会教育行政の方針につきましては、一関市教育振興基本計画に基づき策定して

おりまして、これらの目標を具現化するための計画といたしまして、毎年度、事業計画を

定めているものでございます。 

８ページには体系と事業について、まとめてございます。 

これらの具体的な事業計画について、９ページ以降になりますが、大きな所だけご説

明をしたいなと思います。

（説明） 

○委員長 社会教育行政について、計画の概要を説明していただきました。質問ございま

せんか。 

○千葉委員 11ページなんですが、丸４、グローバルな人材の育成の最初に英語の森キャ

ンプ事業というものがあるようです。 

その主な内容を読んでみると、これは学校教育の内容ではないかなと、地域がどう関

わるのかなと、よくつかめなくて、これを社会教育でやる根拠なり理由なりあれば教えて

ください。 

○まちづくり推進部長 これは、学校１校に絞ってということではなくて、市内のすべて

の学校の中学２年生を対象としておりまして、学校を越えた仲間づくりというようなこと

も、ここでしておるところであります。 

学校教育に大きく関わる部分ではございますけれども、国際感覚を身につけていただ

くとか、集団生活の中でほかの学校の子どもさんと交流を図って、それと宿泊学習になり

ますので、集団生活の中で自立の心を育てるというふうなことにもつながっているのかな

と捉えておるところでございます。 

○委員長 私から二つあるんですが、一つは、11ページの学校体育施設の開放、状況が大

雑把で結構なので、わかっている範囲で説明をお願いしたいというのが一点。 

もう一点は、13ページの指定管理者との連携、現在、指定管理者になっているのは10

でしたね。残り33か32。その見通しといったらいいか、現在の状況をどのように把握され

ているのか、そのことの説明をお願いします。 

○まちづくり推進部長 学校体育施設の開放にいついて、大変申し訳ございません。件数
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は今日持ってきてございませんので、把握しておりませんが、スポーツ少年団ですとか、

一般のクラブチームの方々にご利用いただいているところでございます。 

それから、指定管理者ということでございますが、今年度から10施設、指定管理にな

ったところでございます。 

地域協働体に指定管理をお願いするわけですが、残りの動きにつきましては、30年度

からご希望されている地域協働体は、東山が予定をされていると伺っておりますが、申請

につきましては、まだこれからになりますので、出てきていないところでございます。 

他の協働体は、地域づくり計画までは作ったところでありますが、まだ指定管理まで

の動きにはなっていないところでございます。 

いずれ、準備ができて、ご希望のあるところから進めていきたいというふうに思って

おります。 

○委員長 そのほか、ございませんか。 

○教育長 質問はですね、12ページの一番上の放課後子ども教室。保健福祉との関係で、

放課後児童クラブとの関係で、この間、新聞で放課後こども園という名前が載って、そっ

ちの方向にいくような雰囲気で、国のほうでも一緒にするという動きだけれども、何か新

しい動きがあるのかどうか、どうなんですか。 

○まちづくり推進部長 一体的にですとか、連携をして進めるようにと、国のほうからは

通達がございまして、今、なるべく連携、新しいところについては一体的にというような

形で開設について進めているところですが、その後の放課後子ども教室のこども園化とい

うような部分につきましては、情報がないところでございます。 

○委員長 そのほか、ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長 それでは、社会教育行政の方針について、以上で終わりとします。 

ここで休憩に入ります。 

午後３時05分 休憩 

午後３時14分 再開 

その他⑴ 一関市立幼稚園の統廃合及びこども園化について 

○委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

その他の括弧１、一関市立幼稚園の統廃合及びこども園化について、説明をお願いし

ます。 

○教育総務課長 それでは、資料ナンバー３に基づきまして、説明させていただきます。

（説明） 
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○委員長 説明をいただきましたが、今日は第一次読解みたいな感じになっていいのです

ね。 

内容にすぐ入りたいわけですが、その前にちょっと私から。 

就学前の子どもたちの課題については、一つは保育園と幼稚園の関係。幼稚園の中で

も、公立と私立の関係というふうにあるわけだが、ここに登場してこない地区というのは、

幼稚園のないところですよね。 

○教育部長 登場しないのは、公立の幼稚園がない地域になります。 

○委員長 具体的に言うと、千厩、川崎、室根、藤沢、四つですね。 

そのうち問題解決がかなり現実的に進んでいるのは、藤沢、こども園で。 

○教育部長 室根は、既にこども園化。 

○委員長 室根もね。そうすると、室根と藤沢は事が進んでいるという状況。そうすると、

川崎は完全に保育園だけ。 

○教育部長 保育園だけです。 

○委員長 千厩は私立幼稚園と公立保育園の組合せ。そういうことですね。そこの連携的

なことが、今なされているのかどうか。例えば、一関の場合、私立幼稚園の関係があるわ

けですよね。あとは公立のほうがあると。その検討していく上での組織的な何か、機能を

果たせるようなものを検討しようとしているのか、あるいはできているのか、そうじゃな

くて、それぞれの管轄の分について議論していくという段階なのか、その辺のところを最

初にお願いします。 

○教育部長 実際上、私立と公立の中で具体的にどうこうと調整という場面というのは、

ないです。ただ、公立同士の保育園、幼稚園については、東山地域、大東地域は、公立同

士でこども園化を図ろうということでございますので、同じ市役所の中ですので、協議は

進んでいるというところであります。 

○委員長 休憩します。 

午後３時31分 休憩 

午後３時47分 再開 

○委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

その他にございませんか。 

○教育長 げいび幼稚園の部分は、話題として実施計画にも載ってますし、オープンにし

てますし、摺沢についても検討しているということについては、ある程度話をしていると

ころですが、具体の年度が定まらないところであります。 

その他の地域についても、様々な検討、さっき言った三つの、４ページの括弧１から

括弧３のパターンの検討を水面下で進めますということは、幼稚園長に話してありますの
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で、是非この方向で進めたいと思っております。 

ちなみに、隣の奥州市、うちよりも幼稚園の数が多いのですが、全てこども園化の方

向で動き出しております。 

○委員長 そうすると、幼稚園というのは、一関地域のみになる理屈かな、これでいくと。 

○教育長 はい。 

○委員長 一関地域の分は、各論的な部分は、まだ入っていないのですね。 

○教育部長 一関地域については、公立も私立もいろいろありますので、具体的に協議し

ていません。 

かつ、実際上、小中学校と違って、保育園、幼稚園の場合は、保護者のニーズで、例

えば、会社の近くの保育園に入れる親御さんもいたり、当然、家に近くを希望される場合

もあったり、なかなかニーズがつかみきれないところがありますので、難しいところなん

です、組合せというか、公立での統廃合というのも、なかなか検討しづらい部分もあるし、

それをやったときに、私立にどれだけ影響するのかという、ちょっと計算しにくい部分が

あるので、今は何も案がありませんが、検討だけはしていくと出したいなと思っていまし

た。 

○委員長 幼稚園の統廃合、こども園化について、現時点は案という段階で、第一次読解

的なものですが、よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○委員長 それでは、括弧１終わります。 

その他⑵ 平成29年度学校教育行政の重点について 

○委員長 続けて括弧２です。平成29年度学校教育行政の重点について、学校教育課長。 

○教育部次長兼学校教育課長 資料ナンバー１の４をご覧ください。 

（説明） 

○委員長 学校教育の分については、前の時も取り扱っている内容なので、よろしいです

か。 

○教育長 全体で８点、重点項目、そして、今日は重点項目の一番上の「ことばの力を育

てる教育」のところに、あえて一枚、紹介しました。 

今後、教育委員会議の中で、短い時間ではありますが、簡単に少しずつご理解願うために、

この年度の重点について話していきたいと、今日は第一弾だと捉えていただければなと思

います。 

○委員長 よろしいですね。 

（「はい」の声あり） 
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その他⑷ 中学校部活動休養日の設定について 

○委員長 それでは、括弧４、中学校部活動休養日の設定について、学校教育課長。 

○教育部次長兼学校教育課長 資料６をご覧ください。 

（説明） 

○委員長 この課題は、しばらく前からの課題だった。私も学校にいた時から課題で、な

かなかスムーズに行かないですね。 

特に、学校現場にいると練習試合が問題。相手校との話の折り合いがつかない。そう

すると、こっちは休むという計画があったのに、練習試合を申し込まれてきたからやるか

という格好の中で、締まりのない、ズルズルっときた経過は、実際はあるなと。 

ある程度は厳格な部分も持ち込まないと、うまくいかないことが起きるが、その辺は

前の段階と比べて、辛口になっているかね。 

○教育長 部活の休養日が必要だというのは、前からも話されていて、国のほうからもこ

の間、出されてきたところです。 

部活の休養というのは、子どもにとっての休養という意味と、ここには具体的には出

されていませんが、教員の働き方改革、両面がこの中に入っている部分です。 

県のほうでも、市町村の教育長との意見交換の中で、具体的に出してきました。国か

らの動きもあります。県立高校についても、これに具体的に取り組むと、実は県立のほう

が結構大変なんですが、これに取り組むと出てきております。 

今回、それを受けて、市のほうで、あえて初めて通知を作りました。市の教育委員会

のほうで。 

今回は、スポ少を管轄する体育協会にも出かけて行って、こういうのを出すのでご協

力よろしくお願いしますということで、スポ少にも周知していただきました。 

よって、今まで曖昧だったところをきちっとやっていこうと、そういう動きになって

います。 

今後については、基本的に第二、第四は休みと、これが原則と。要するに、練習試合

を申し込むこと自体をやめるという形に持っていきます。 

持っていくんですが、問題なのは、大会がどうしても第二、第四、特に６月の中総体

のあたりの第二、第四が使われてしまっている現実がありますので、ビタッといくのはち

ょっと難しいかなというふうに思いますが、そういう方向で動き出すという意志を今回、

示したということであります。 

○委員長 これは確かに学校教育の中だけで完結しようとしても、難しいところがある。

スポーツ競技団体の理解もないと、なかなかうまくいかないということがあるので、今ま
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での取組とちょっと違う取組が必要かなという思いがあります。 

では、これについては、よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○委員長 それでは、４番を終わります。 

その他⑸ 教職員の勤務時間管理について 

○委員長 括弧５番、教職員の勤務時間管理について、学校教育課長。 

○教育部次長兼学校教育課長 資料７をご覧ください。 

（説明） 

○委員長 質問ございませんか。 

○千葉委員 これは、パソコンのガルーン上のタイムカードということで、パソコンを使

っている人がパソコンを切った時点で、とりあえず仕事はやめたんだろうということです

ね。 

パソコンを使わないで仕事をやっている人は、どの時間で退庁したかどうかというの

は、把握されないんですか。 

○教育部次長兼学校教育課長 パソコンは、職員に必ず１台ずつあるのが前提として、学

校としては、これは一つの手段であって、校長は必ず最終退庁者を確認して、 

どのような業務でどのくらい残ったかと毎日確認することになっておりましたので、時間

部分の統計上の問題で、実際は、いろんなものについて校長は把握して指導することにな

っておりました。 

○教育長 タイムカードの２ページのほうにサンプルが載っていますけれども、電源を切

ると自動的に記録されていますので、１か月、電源を入れて切っていくだけで記入される

仕組みです。 

問題なのは、忘れたとか、出張の場合ですが、それは後で入力することが可能です。 

この場合の右側に０とか１とか書いていますが、これが勤務時間後の労働していた数

ですが、これは１時間未満を切り捨てにしています。 

そして、計算しやすいように一番下に37時間という時間を割り出しています。 

市の職員の場合は、タイムカードになっていますので、具体的に何時から何時何分ま

でというのができるのですが、教員の場合には、実際には、超過勤務をしても４パーセン

ト以内で何も関係ないんです。 

なんぼ働こうが働くまいが。そういう仕組みになっているので、厳密なことをやって、

何分まで計算させても、お金にも関係しないし、かえってそのことが超過勤務だと言われ

る可能性が十分ありますので、そういうことを防ぐために、まずは、これを確実にやって、
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朝は関係なくしています。出社は。夕方の超過勤務だけの合計です。 

まずは、これできちんと管理して、３ページにあります80時間を超える者は、名前を

報告してもらうと。さらに100時間以上の者は、校長から指導を入れて報告してもらうと

いうことにしました。 

でも、今の世の中、80時間以上でも、この間の岩手日報に教員の公務災害申請のこと

が載り、長時間労働が認められて、公務災害になりましたけれども、東北の薬剤師の裁判

のこともありました。 

今は80時間以上でこういう形になってきていて、それを放置すれば、使用者側が罰せ

られる時代になってきていますので、これはきちっとやっていかなくちゃならないなと。

それの第一弾であるというふうに考えていました。 

○委員長 それでは、括弧５を終わります。 

その他⑹ 岩手県指定無形民俗文化財の指定について 

○委員長 括弧６、岩手県指定無形民俗文化財の指定について、説明をお願いします。 

○文化財課長 資料ナンバー８をご覧願います。 

（説明） 

○委員長 特にございませんね。 

（「はい」の声あり） 

○委員長 それでは、第164回一関市教育委員会定例会を閉じます。ご苦労様でございま

した。 


