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第178回一関市教育委員会定例会 会議録 

１ 開催日時 

  開会 平成30年３月22日（木）午後２時00分 

  閉会 平成30年３月22日（木）午後３時38分 

２ 会議の場所 

 一関市役所千厩支所 ２階大会議室 

３ 出席者 

教育長  小 菅 正 晴 

委 員  千 葉 和 夫 

委 員  小野寺 眞 澄 

委 員  佐 藤 一 伯 

委 員  伊 藤 一 志 

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 

議案第４号 教育機関の長の解任に関し議決を求めることについて（可決） 

議案第５号 教育機関の長の委嘱に関し議決を求めることについて（可決） 

議案第６号 一関市立小中学校管理運営規則の一部を改正する規則の制定について

（可決） 

議案第７号 一関市立小中学校に就学すべき者の学校の指定に関する規則の一部を

改正する規則の制定について（可決） 

議案第８号 一関市教育委員会公印規程の一部を改正する訓令の制定について（可
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決） 

議案第９号 一関市教育委員会文書取扱規程の一部を改正する訓令の制定について

（可決） 

６ 報 告 

⑴ 第65回一関市議会定例会（一般質問）の状況について 

⑵ 行事報告及び４月行事予定について 

７ その他  

一関市教育委員会における働き方改革について 

８ 会議の議事 

○教育長 定足数に達しておりますので、ただいまから第178回一関市教育委員会定例会

を始めます。 

議案第４号 教育機関の長の解任に関し議決を求めることについて 

○教育長 ２番の議事、議事日程第１、議案第４号、教育機関の長の解任に関し議決を求

めることについて、事務局から説明をお願いします。 

○教育部長 ３ページをお開きください。 

（説明） 

○教育長 議案第４号、解任の議決について、ご質問等ありますでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

○教育長 それでは、議案第４号について、了解ということでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○教育長 それでは、議案第４号については、可決ということでお願いします。 

議案第５号 教育機関の長の委嘱に関し議決を求めることについて 

○教育長 続きまして、議事日程第２、議案第５号、教育機関の長の委嘱に関し議決を求

めることについて、事務局から提案をお願いします。 

○教育部長 ４ページをお開きください。 

（説明） 
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○教育長 議案第５号、幼稚園の園長、図書館の館長、博物館等の館長の議決の提案です。 

これにつきまして、ご質問があればお願いします。 

千葉委員。 

○千葉委員 芦東山記念館の館長さんは、どこかの大学教授か何かなのでしょうか。 

○教育長 教育部長。 

○教育部長 現在、東北福祉大の特任教授や、他の大学でも講師を務められている方であ

ります。 

岩手大学でも講師を務められています。 

○教育長 日本の江戸時代の権威でありますので、江戸時代の産業とか流通に非常に詳し

い方であります。 

芦東山の生きていた時代の文化について、非常に造詣の深い方であります。 

そのほか、いかがでしょうか。 

小野寺委員。 

○小野寺委員 東山図書館長は、三光化成ということですが、公募された方なのでしょう

か。 

○教育長 図書館長。 

○一関図書館長 いずれの図書館にしても、公募をいたしまして、それぞれ３人ずつ応募

者がありました。 

東山図書館につきましては、私と東山支所長が面接をいたしまして、この方が適任で

はないかということで、今日、お諮りしているところでございます。 

○教育長 そのほか、いかがでしょうか。 

それでは、教育機関の長の委嘱につきまして、この案ということでよろしいでしょう

か。 

（「異議なし」の声あり） 

○教育長 それでは、了解ということで、可決しました。 

議案第６号 一関市立小中学校管理運営規則の一部を改正する規則の制定について 

○教育長 続きまして、議事日程第３、議案第６号、一関市立小中学校管理運営規則の一

部を改正する規則の制定について、事務局から提案をお願いします。 

○教育部長 ５ページをお願いいたします。 

（説明） 

○教育長 これについて、ご質問があればお願いします。 

千葉委員。 
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○千葉委員 別表の「従事する」と「つかさどる」の違いは、どのように捉えればよろし

いのでしょうか。 

○教育長 学校教育課長。 

○教育部次長兼学校教育課長 事務職員に関する国の法律が変わったのですが、意味とし

ては、単なる事務だけではなくて、学校運営等にも寄与していくということで、「つかさ

どる」となったところであります。 

○教育長 両方「事務に」ということを書いているのだけれども、学校経営ということは、

学校運営全般に対して、意見等も提案することを認めているという、そういう意味でしょ

うか。 

学校教育課長。 

○教育部次長兼学校教育課長 現実には、学校運営の組織メンバーには入っているのです

が、学校事務職員の学校運営への参加を文言として表したものであります。 

○教育長 ほかによろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○教育長 それでは、学校管理運営規則の一部改正について、よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○教育長 それでは、可決ということで、よろしくお願いします。 

議案第７号 一関市立小中学校に就学すべき者の学校の指定に関する規則の一部を改正す

る規則の制定について 

○教育長 次に、議事日程第４、議案第７号、一関市立小中学校に就学すべき者の学校の

指定に関する規則の一部を改正する規則の制定について、事務局から提案をお願いします。 

○教育部長 ７ページをお開き願います。 

（説明） 

○教育長 学校統合に伴う学区の表記でありますが、これについてご質問ありますか。 

よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○教育長 それでは、この規則の制定について、可決ということでよろしくお願いします。 

議案第８号 一関市教育委員会公印規程の一部を改正する訓令の制定について 

○教育長 次に、議事日程第５、議案第８号、一関市教育委員会公印規程の一部を改正す

る訓令の制定について、事務局から提案をお願いします。 
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○教育部長 ９ページをお願いします。 

（説明） 

○教育長 これについて、ご質問、ご意見をお願いします。 

伊藤委員。 

○伊藤委員 第７条の電子計算組織による公印というのは、公文書本文に対しても使うも

のですか。 

○教育部長 あらかじめ印をコンピュータに登録しておいて、メール等で送るときに使う

ようなものであります。 

○教育長 他に通知する場合に、朱肉で押したものと、印影のものと、両方、生きてくる

と考えていいですね。 

○教育部長 公文書になりますので、両方、生きるということになります。 

○教育長 小野寺委員。 

○小野寺委員 それは、どこで使ってよいと許可するものなのでしょうか。 

○教育長 教育部長。 

○教育部長 第７条の第１項が公印の押印に変えることができるというものですし、第２

項については、公印の印影を電子計算組織、コンピュータに記録しようとするときは、教

育総務課長が合議をするということですので、公印の管理については、教育総務課長が行

います。 

そして、第３項の承認を受けた公印の保管者、それは、施設の場合は、それぞれの施

設の長になりますが、不正に使わないよう適正に管理しなければならないとなっておりま

すので、公印の管理者が認めて使うという仕組みになりますので、コンピュータを使いま

すが、現物の公印と同じように決裁を受けて、使うという仕組みになります。 

○教育長 伊藤委員。 

○伊藤委員 ということは、合理的な事務処理という意味で、使うわけですね。 

○教育長 教育部長。 

○教育部長 事務をスピーディーに行う時代になっておりますので、合理化を図るものだ

と考えております。 

○教育長 これは、決裁を受けて、朱肉を使うか、電子印影を使うかは、その時の状況に

よって判断されていくと考えていいですね。 

○教育部長 紙ベースで行う場合は、公印の使用に所属長が認め印を押します。 

今回についても、コンピュータ内にありますが、決裁については紙ベースで行います

ので、電子計算組織による印影を使うという決裁をいただいて使うという仕組みになりま

す。 
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○教育長 私から確認ですが、教育長に事故があるとき、教育委員会の中では、千葉委員

が職務代理者になっていますけれども、教育長職務代理者が決裁した後の公印については、

教育長の公印を使っていくという解釈でよろしいですか。 

教育部長。 

○教育部長 教育長は、二つの立場があり、委員長の立場と教育長の立場があります。 

公印については、教育委員会という公印と教育長という公印の二つがございます。 

教育長に事故があった場合は、教育委員会の通知については、職務代理者の決裁によ

って、教育委員会の公印で出します。 

教育長で出す場合には、二つに分かれるのですが、従前の委員長の職務については、

職務代理者に決裁を受けますが、従前の教育長の事務、一般行政事務については、教育部

長が代理できますので、それで決裁を受けて、教育部長の印で出すというところだと考え

ております。 

○教育長 第４条の「教育長その他」の「その他」の公印というのは、様々な長、校長な

どを意味すると解釈していいですか。 

教育部長。 

○教育部長 教育長以外、例えば、校長が欠けた場合には、副校長の印になろうかと思い

ますが、現実的には副校長の印はありませんので、校長が欠けた場合でも、校長の印で出

すということになります。 

○教育長 現実に合わせたということになりますね。 

そのほか、よろしいでしょうか。 

千葉委員。 

○千葉委員 教育研究所長印というものができるようですが、この方はどなたですか。 

○教育長 学校教育課長がなっています。 

○教育長 そのほか、よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○教育長 それでは、議案第８号、公印規程の改正についてでありますが、よろしいでし

ょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○教育長 それでは、可決しました。 

議案第９号 一関市教育委員会文書取扱規程の一部を改正する訓令の制定について 

○教育長 次に、議事日程第６、議案第９号、一関市教育委員会文書取扱規程の一部を改

正する訓令の制定について、事務局から提案をお願いします。 
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○教育部長 13ページをお開きください。 

（説明） 

○教育長 これについて、ご質問、ご意見ありますでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

○教育長 それでは、これについては、承認ということでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○教育長 それでは、提案どおり可決しました。 

以上で、２番の議事については終わります。 

報告⑴ 第65回一関市議会定例会（一般質問）の状況について 

○教育長 それでは、３番に入ります。 

報告括弧１、第65回一関市議会定例会、一般質問の状況について、報告をお願いしま

す。 

教育部長。 

○教育部長 資料ナンバー１をご覧願います。 

（報告） 

○教育長 議会での質問についてですが、これについて、何かご質問ありますが。 

千葉委員。 

○千葉委員 ４ページ、一番上の「小中学生の引きこもりの要因は」というところですが、

家庭内の状況や夫婦間、親子間の問題、発達障害等々、多感な時期で対人関係や生活の変

化、学習や部活動でのつまずき等、答弁しているようです。 

対人関係でひっくるめたのかもしれませんが、いじめがここでは出てこない。 

それは、とるに足らないくらいの数字なのか、それとも、あえて出したくなかったの

か、どうなのでしょうか。 

○教育長 学校教育課長。 

○教育部次長兼学校教育課長 いじめによる長期の不登校は２件だけだったので、特段こ

こに記載する必要はないということで、書かなかったところであります。 

○千葉委員 了解しました。 

○教育長 そのほか、伊藤委員。 

○伊藤委員 補足ですが、学校訪問をして感じるのは、一関のいじめは、深刻な事案に至

っていない。 

些細ないざこざやからかい、悪口、いたずらなど、発覚した時点で子どもの非を正し

て、話をさせたり、保護者を呼んで指導会を開いて解消に至っている形が非常に多いです。 
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市に対する報告事案も県内で一番低いです。 

認知度が悪いのではなく、私から言わせると、それくらい少ないと捉えております。 

○教育長 そのほか、よろしいでしょうか。 

教育部長。 

○教育部長 続きまして、カラーで印刷されている図面、花泉地域統合小学校周辺図をご

覧いただきたいと思います。 

先ほど説明したのは一般質問でありますが、３月議会は予算議会でありますので、予

算の総括質疑ということで、議場を使いまして、全議員からご質問をいただく場面がござ

います。 

その中で、30年度の予算で小学校の学校建設費の中に花泉地域統合小学校整備事業費、

２億6,428万1,000円という予算を計上しているので、その中に学校用地の取得費用も入っ

てございます。 

そこで質問されたのが、花泉地域統合小学校の建設候補地がパチンコ店の近くにござ

いますので、パチンコ店を規制する法律、風営法との絡みで整合が取れているのかという

質問を受けました。 

それから、岩手県での規制はどういうものなのかという質問を受けました。 

Ａ３の図面で説明いたしますと、赤の部分が見ていただいた候補地になります。 

隣接するのが閉店したパチンコ店になります。 

県道花泉藤沢線を挟んだ向かい側に青で囲んだ、現在、営業しているパチンコ店があ

ります。 

この関係をご質問受けたわけであります。 

閉店しているパチンコ店は、特に支障がないのだということであります。 

学校が建った後にここでパチンコ店ができるかというと、そこは風営法で規制されて、

できません。 

営業しているパチンコ店との絡みで若干問題がありますので、それがＡ４の図面にな

ります。 

敷地で最も近いところで測りますと、48メートルとなっております。 

風営法の絡みですが、こういった場合には、風営法の許可が出せませんという法律に

なります。 

どういう場合かといいますと、学校や児童福祉施設、病院に対しては、これこれとい

う規制があります。 

学校に対しては、100メートルを限度として、岩手県の条例で定めるということであり

ます。 
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岩手県の条例では、学校及び児童福祉施設については、第一種住居地域等の場合は100

メートルです。 

第一種住居地域等というのは、都市計画が入っていて、完全に住居地帯だというエリ

アです。 

同じく、都市計画が入っている商業地域は30メートル以内は許可しないとなっていま

す。 

それ以外の地域、花泉地域は、60メートル以内は許可しないという仕組みであります。 

ただし、既存の営業をされている場合には、この限りにありませんという法律になっ

ています。 

この図面を見ますと、候補地としようとしている区画を最大限とりますと、48メート

ルしかございません。 

答弁の中では、この法の規制を順守して、設定したいと答弁しております。 

法の規制とは何かといいますと、花泉地域の場合は、60メートルが境界線になります

ので、風営法及び県条例を順守して、60メートル以内では許可を受けられないとなってお

りますので、この部分について十分な配慮をし、適正な学校区域の設定をしたいと考えて

おります。 

具体的に言えば、緑のラインの部分は、学校の区域としないというようなことを検討

してまいりたいし、地域の協議の中では、県道側からも進入したいというお話があったと

ころなので、最大限とってありますが、法律や県条例を順守するとなると、適正な学校区

域として考えて、場所を設定する必要があると考えております。 

あと、質問の中では、この話を地域にしなかったのではないか、こういうふうな話が

あれば、極端な話ですが、話が変わっていたのではないかという話も受けました。 

これについては、地域との話の中では、エリアの設定は地域にお願いしたところであ

りまして、今回はこの地域、下原地域にしたのだと、具体的な区域、学校の敷地について

は、これから設定していくということでありますが、現状については、地域の方にも説明

していくと答弁したところであります。 

閉店したパチンコ店については、地域と情報共有していたのですが、営業しているパ

チンコ店については、情報共有していなかったので、この部分の法規制についても合わせ

て学校づくり推進委員会に情報提供しようと考えております。 

具体的には、29日に学校づくり推進委員会を開催していただいて、その中で話をして

いくということを議会の質問の中から一部になりますが、ご説明をさせていただきました。 

そういった状況を委員さん方も把握していただきたいと思っております。 

以上です。 
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○教育長 これについて、ご質問等お願いします。 

千葉委員。 

○千葉委員 Ａ４の緑の地域は、校地として使用しないと言いましたか。 

○教育長 教育部長。 

○教育部長 法律上は、校地としても特段は問題ないわけです。 

既に営業されているので、学校用地としてよろしいのですが、岩手県の条例では、60

メートル以内は許可をしないということになっているので、あえてそこに近づく必要性が

あるかということなのですが、岩手県が定める範囲は、十分配慮する必要があると考えて

ございますので、緑のラインを敷地にすることは、あまり望ましくないのかなと考えてい

るところであります。 

○教育長 Ａ３では、赤い部分、上まで候補地ということで、3.8ヘクタールとなってい

ますが、推進委員会では、上までという部分は示していないです。 

まだ決まっていないものなので、今月の29日には、緑色のラインまでを示す予定だと

いうことであります。 

要するに、上は入れないという予定であります。 

○千葉委員 じゃあ、全然問題ないね。 

○教育長 問題ないですが、60メートルの所に入ってしまうと、次にパチンコ店が建物を

改修するというときに、許可が出ない、相手に法律の規制をかけてしまうという、そうい

う意味なのです。 

こっちには法律上問題がないのですが、相手に法律の縛りをかけさせることに、結果

としてなってしまうということで、それは遠慮した方がいいだろうということであります。 

営業しているパチンコ店については、こちらとしても説明してなかったので、60メー

トルのラインが課題があるという部分については、今度の29日に説明する必要があるので

はないかと、その上で、推進委員会の方でここでいこうというのであれば、変えないでこ

こでいく予定であります。 

教育委員会としても、提案された所でいくというつもりであります。 

ほかいかがでしょうか。 

佐藤委員さん、いかがでしょうか。 

○佐藤委員 60メートルにかからないように設計するとして、そちら側から通学できる環

境にあるという理解でよろしいのでしょうか。 

○教育長 教育部長。 

○教育部長 これから具体的な設計をしてみないと分からないのですが、交差点に近くな

るので、車での進入は厳しいと思いますが、歩道としては十分に可能性は高いと思ってお
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ります。 

○教育長 法律の問題がなければ、パチンコ店がどれくらい子どもに影響するかというこ

とになってくると思うのですが、地元の方で現在営業しているパチンコ店が教育上よくな

いのではないかと意見は出ていなかったのです。 

住民にとっては、あまり影響を考えていないというか、私も行ってみたのですが、パ

チンコ店が学校敷地から見えないのです。 

Ａ３の資料を見ていただきたいのですが、左側に建物があって、入口が左側だけです。 

小学校に通うにしても、パチンコ店の前を通うのは、まずないので、そういう点から

して、影響力はあまりないと判断していいと思っておりました。 

そのほか、いかがでしょうか。 

小野寺委員さん。 

○小野寺委員 パチンコ屋さんのことを言いますと、どこの学校でも近くにパチンコ屋さ

んがあるのではないでしょうか。 

南小もそうですし、三関にも結構ありますし、学校に行くのに通っていきますし。 

○教育長 コメリが入って、マイヤが入ってきて、ここが中心地になりつつあるのです。 

ですから、そういう部分を考えて、まちづくりの中で、小学校もこのへんに位置づけ

ようという考えが住民から教育委員会に提言があったときには、そういう背景があったの

ではないかと思います。 

じゃあ、よろしいでしょうか。 

29日の後も、次の教育委員会議で、その状況について報告させていただきたいと思い

ます。 

それでは、報告の括弧１については、よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

報告⑵ 行事報告及び４月行事予定について 

○教育長 それでは、括弧２に入ります。 

行事報告及び４月行事予定についてであります、行事報告、私の方からさせていただ

きます。 

１ページでありますが、前回は２月23日でありましたので、それ以降のことについて

話します。 

第48週、２月26日から議会が始まっております。 

３月３日、色川武大と阿佐田哲也の世界開会式がなのはなプラザでありました。 

なのはなプラザで現在、色川武大の展示を行っているところであります。 
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色川武大は、平成元年のあたりに一関に引っ越して、１か月も経たないうちに亡くな

ってしまったという、そのために、色川武大は一関を愛してきたという話で、いろんな遺

品を一関に奥様が寄贈していただいた経緯がありまして、使っていた机とか蔵書が一関に

あるという状況であります。 

それを今回、展示してみたということであります。 

４日に和算の挑戦の表彰式がありました。 

16回目になります。 

1,784人の応募がありまして、年々増えておりますが、過去最高の人数であります。 

小学校１年生から92歳の方まで応募していただきまして、沖縄から北海道まで応募し

ていただいております。 

その表彰があったところであります。 

第49週、３月７日、第４回室根地域学校統合整備検討委員会がありました。 

室根の学校統合については、合併前に室根東と室根西に、５校あったものが２校にな

っていまして、将来的には１校にするという予定で、校章も校歌も同一なのです。 

ですから、室根の方は、統合はいずれはするという心づもりでおりましたが、この間、

千厩、東山、花泉とあって、いろんな優先度から室根が遅れていたところでありまして、

そういう部分で、住民の中で検討委員会を開いて、具体化していこうという動きがあった

ものであります。 

ここで話合いがされたところです。 

次年度以降、具体の話合いがなされていくのではないかと思います。 

現在のところ考えられているのは、室根東と西をできるだけ早く統合する。 

校舎は建てなくても、どちらかの校舎を使って入るという案が一つ出ています。 

もう一つは、学校統合のときの建築は、国庫補助が入りますので、校舎建設に合わせ

て統合をするという案ですが、これは早くても花泉の後ですから、平成36年度以降にしか

できないということであります。 

その二つの案が出ているところであります。 

８日、私立幼稚園、こども園の園長と教育委員会との懇談会がありました。 

年１回の懇談会を行っておりますので、今回はこども園化の話、ことばの教育の話、

家庭教育10か条等の話をさせていただきました。 

３月10日の午前中でありますが、骨寺村荘園村落調査研究報告会がありました。 

年に１回、こういう形で調査していたことを報告しておりましたが、今回は、60から

70人くらい集まりまして、入間田博物館長さん、博物館の岡専門員の話、東北芸術工科大

の竹原先生の報告を行いまして、研究結果について、深めたところであります。 
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同日の午後には、芦東山記念館調査研究事業報告会がありました。 

これは、早稲田の稲畑前教授に４年間、研究委託をしていたものですから、４年間の

成果について、報告のあったところであります。 

二人の方に報告いただきまして、一人は 張
チャン

基善
キ ソ ン

さん、芦東山記念館で調査研究に当た

っている方でありますが、後藤新平と無刑録についてお話しいただきました。 

それから、稲畑先生には、この４年間の中での研究成果の発表をしていただきました。 

その中で報告があったのは、芦東山についての小説化が手がけそうだという話であり

ました。 

熊谷達也さんという直木賞作家が仙台に住んでいますが、この方が芦東山についての

小説を書く予定であるということであります。 

潮出版というところから、１月号、12月に発刊される予定でありますが、１月号から

連載で芦東山の小説が潮出版の潮という月刊雑誌に掲載される予定であるということであ

りました。 

大きなチャンスになるのではないかなと思います。 

２ページに行きまして、第50週、14日、骨寺荘園遺跡指導委員会がありました。 

これは、骨寺村の研究について、大学の先生等に依頼しているものでありますが、今

年度の調査研究のまとめについて報告をし、次年度以降の方向性について、ご指導いただ

いたところであります。 

次年度以降については、推薦書案の提出を延期するということになりましたので、そ

のあたりの話をしていただいたところであります。 

第51週、19日、新入学児童に対する交通安全啓発物品の贈呈は、交通安全対策協議会、

交通安全母の会からクリアファイル、反射材、下敷などをいただいたものであります。 

３月20日、第２回文化財調査委員会議がありました。 

これは、年２回やっているものですが、今回は、平成29年度のまとめと平成30年度の

計画を話し合わせていただいたところであります。 

この中で話があったのは、県指定の文化財が千厩の大光寺の仏像と藤沢の長徳寺の仏

像が県指定になりまして、それと同時に市の指定になっていたわけですが、それが解除さ

れるという見込みについても報告があったところであります。 

行事報告については、以上であります。 

これについて、何かご質問等ありますでしょうか。 

よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○教育長 それでは、４月の行事計画について、事務局、よろしくお願いします。 
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教育総務課長。 

○教育総務課長 （説明） 

○教育長 それでは、次回の教育委員会議、４月25日、午後２時から４時の予定でありま

すが、いかがでしょうか。 

よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○教育長 それでは、次回、４月25日ということで、よろしくお願いいたします。 

入学式、開校式等、いろいろありますが、よろしくお願いいたします。 

それでは、行事予定については、終わります。 

その他 一関市教育委員会における働き方改革について 

○教育長 次に、４番のその他、一関市教育委員会における働き方改革について、教育部

長。 

○教育部長 資料ナンバー３であります。 

（説明） 

○教育長 行動指針でありますが、ご質問ありますか。 

私の方から、こういう部分で難しさがあるということをお話ししておきたいのは、前

に小中学校の部分でお話をしました。 

小中学校の教職員は、時間外手当がないので、いくら働いても金が出ない。 

事務局職員の場合は、市の職員で、手当が出るので、時間の部分とか、命じたかどう

かというのはシビアな問題、そこが学校と一律にできない難しさが一つあります。 

もう一つの難しさは、教育委員会と市長部局の関係であります。 

教育委員会は、任命権者が教育委員会になっていますから、教育委員会の職員の服務

関係は、教育委員会の権限であります。 

しかしながら、市の職員でもありますので、市の職員の場合には、働く中身について

は、職員課が担っている部分がありますので、そことの矛盾が生じないようにしないとな

らないという部分もあって、例えば、市民課の職員が単一に降りてくる指示と、教育委員

会の職員の場合には、ちょっと難しさがある、両方の兼ね合いがあるということなので、

この働き方改革行動指針についても、市長部局でやっている中身と齟齬がないように、矛

盾はしないようにしながらも、より踏み込んだ指針でありますので、そこを分かっておい

ていただきたいなということであります。 

よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 
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○教育長 それでは、４番のその他は、以上といたします。 

そのほか、事務局、特にありませんか。 

○教育部長 ありません。 

○教育長 それでは、以上で178回一関市教育委員会定例会を終わります。 

ありがとうございました。 


