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令和３年４月 定例教育委員会 議事日程 

 

１ 日 時 令和３年４月２１日（水）午後１時３０分から 

 

２ 会 場 伊予市役所４階 大会議室 

 

３ 出席委員  

   教育長         渡 邉 博 隆 

教育長職務代理者    矢 野 ひとみ 

   教育委員        鷹 尾 秀 隆 

 

４ 欠席委員 

   教育委員        髙 橋 久美子 

 

５ 会議に出席した事務局職員 

事務局長          佐々木 正 孝 

学校教育課指導主幹     灘 岡 雅 人 

学校教育課指導主事   松 山 香 織 

学校教育課課長補佐   福 岡 富美子 

学校教育課課長補佐     田 中 富 美 

学校教育課 

学校給食センター所長 川 本 英 人 

社会教育課長      泉   一 人 

社会教育課課長補佐     北 岡 康 平 

社会教育課課長補佐   堀 内 和 美 

 

６  協議事項等 

⑴ 議案審議   

報告第 3号 伊予市立学校の通学区域に関する規則の一部を改正する規則の専決につい 

      て 

報告第 4号 伊予市教育委員会公印規則の一部を改正する規則の専決について 

報告第 5号 伊予市教職員住宅管理規則及び伊予市教育委員会が管理する行政財産の目 

的外使用に関する規則の一部を改正する規則の専決について 

   報告第 6号 伊予市文化財保護条例施行規則等の一部を改正する規則の専決について 
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   報告第 7号 伊予市立図書館条例施行規則の一部を改正する規則の専決について 

   報告第 8号 伊予市教育委員会歴史資料取扱要綱の一部を改正する訓令の専決について 

   報告第 9号 伊予市における押印を求める手続の見直しに関する取扱要領について 

   議案第 12号 伊予市立学校管理規則の一部を改正する規則について 

 

⑵ 報告事項等 

ア 5月教育委員会行事予定について 

イ 事務局報告事項等について 

ウ その他 

 

 

            午後１時 30分 開会 

〇佐々木局長 開会 

〇渡邉教育長：今日は高橋委員さんから欠席連絡が入ってますので、お知らせいたします。 

 ちょうど、コロナ感染拡大防止のために、4月 4日から本日の 4月本来ならば 21日までとい

うことで、最大レベルの感染対策期となっておったんですけれども、もうご案内のとおり、感

染者の数が多く、クラスターが発生した等々、ますます緊張感が増しておるわけなんですけれ

ども、5月 19日まで延長することになりました。今日もニュース聞いておりましたら、50人を

超す感染者が出たということ、そして 2,000人超えをカウントしておるようです。そのために、

各公民館とか文化ホール等々の貸館等、全部 5月 19日まで中止というふうな形で推移をしてお

ります。その後どのようになるか分からんのですけども、一応そういう計画でおります。 

 それから、このような形で 4月 12日に予定しておりました第 1回の市内教頭会も、実は感染

対策期というふうに重なりましたので、中止をいたしました。教頭先生の 7人が実は異動され

たんですけども、そのうち 4人が昇任教頭でございました。ところが、どのような方なのか、

対面もできておりませんので分からないわけです。非常に残念ですけども。 

 さらには、小学校、5 月、修学旅行を計画しとったわけですけれども、修学旅行も、このこ

とが起こりまして、2 学期のほうに小中学校の修学旅行を延期される。そういうふうな影響が

出ております。 

 岡市課長補佐が、中座しましたけれども、明日、ちょうど午前 10時から、しおさい公園から

伊予市の総合保健福祉センターまでの間、約 20分間ですけども、9人の方々で聖火リレーが行

われるというふうになっておりまして、関係者も明日総動員で出て、お世話をするようです。

感染対策防止、十分されて行われるようになるかと思います。いろんなところで愛媛県下のリ

レーの様子がニュースで出ておりましたけれども、やはり、従来の観衆の数とはずいぶん少な

い状況が見受けられました。たぶん伊予市もそういうようなことが起こるんじゃないかと思い
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ます。 

 そんなことが行われていますが、今日は議題等々もかなりあるようなので、早速進めさせて

いただきますが、今月議事録署名人は高橋委員さんだったわけですけども、欠席でございます

ので、鷹尾委員さんになっていただくようよろしくお願いします。 

 それでは、2 月の会議録報告についてはお手元に届いておると思うんですが、ご承認いただ

けますでしょうか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇渡邉教育長：ありがとうございます。 

 では、協議事項等に入ります。議案審議です。 

今回の議案につきましては、押印の廃止について、それに伴う議案が専決されておりますの

で、まとめて第 3号から第 8号までを一括報告していただきたいと思います。 

それでは、佐々木局長、お願いいたします。 

〇佐々木局長：それでは、ただ今教育長のほうからご説明がありましたとおり、報告第 3号か

ら第 8号までにつきましては関連がありますので、一括してご説明させていただきます。 

 本 6案件につきましては、庁内の事務手続きにおける押印等の見直しに伴い、規則の一部あ

るいは要綱の一部を改正する必要が生じたため、伊予市教育委員会の権限に属する事務の一部

を教育長に委任する規則第 4条の規定に基づき、令和 3年 3月 30日に専決処分を行い、同規則

第 5条により提案をするものです。 

 それでは、議案書 1ページから 5ページをお願いいたします。 

 報告第 3号、伊予市立学校の通学区域に関する規則の一部を改正する規則の専決については、

3 ページをお願いいたします。同規則中の様式第 1 号及び様式第 2 号中の保護者の印を削り、

また、様式第 1号から様式第 4号までの性別の欄を削るものです。 

 施行期日は令和3年4月1日とし、併せて経過措置のほうを設けさせていただいております。 

 続きまして、議案書 6ページから 9ページをお願いいたします。 

 報告第 4号、伊予市教育委員会公印規則の一部を改正する規則の専決については、同規則中

の様式第 2号から様式第 4号までの課長印を削るものです。併せて備考のほうを設けておりま

す。議案書のほうは 8ページ、9ページとなっております。 

 施行期日は令和 3年 4月 1日としております。 

 続きまして、議案書 10ページから 13ページをお願いいたします。 

 報告第 5号、伊予市教職員住宅管理規則及び伊予市教育委員会が管理する行政財産の目的外

使用に関する規則の一部を改正する規則の専決については、議案書の 12ページをお願いいたし

ます。まず、伊予市教職員住宅管理規則の一部改正では、同規則中の様式第 1号において申込

者の印を削り、また、様式第 4号では借受人及び保証人の印を削ることに併せて、保証人指名

を署名または記名押印するものとしております。12 ページ、13 ページになっております。13
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ページでは、伊予市教育委員会が管理する行政財産の目的外使用に関する規則の一部改正にお

いて、様式第 1号中の申請者の印を削ることとしております。 

 施行期日につきましては、両規則とも令和 3年 4月 1日とし、併せて経過措置を設けており

ます。 

〇泉課長：続きまして、第 6号から第 8号まで、私のほうから説明さしていただきます。 

 議案書 14ページをお願いいたします。 

 報告第 6号、伊予市文化財保護条例施行規則等の一部を改正する規則の専決についてでござ

います。16ページをお願いします。第 1条では、伊予市文化財保護条例施行規則、伊予市公民

館管理規則、伊予市ふれあい館管理規則、伊予市緑風館管理規則の 4つの規則において、それ

ぞれ記載している各様式中にある丸印を削ることとしています。また第 2条では、伊予市文化

交流センター条例施行規則中の様式第 1号、第 3号から第 6号及び第 8号について、申請者氏

名（代表者）欄の印を削ることに併せて、（法人の場合は記名押印）を加えるものでございます。 

 施行期日は令和 3年 4月 1日とし、併せて経過措置を設けております。 

 続きまして、議案書 20ページをお願いいたします。 

 報告第 7号、伊予市立図書館条例施行規則の一部を改正する規則の専決についてでございま

す。22ページをお願いいたします。まず、規則名称を、条例名称に施行規則を加え、伊予市立

図書館設置条例施行規則と。一般的に条例施行規則の名称については元の条例名に施行規則を

加えることが慣例となっているところですが、本規則ではそうなっていない状態でしたので、

今回の改正に併せて規則名を変更しております。備考は、様式第 2号、第 3号から性別の欄を

削り、様式第 6号の所有者等氏名欄において印を削り、署名または記名押印とするものとして

おります。また、様式第 4号及び第 5号中の申請者氏名欄の印を削ることとしています。 

 施行期日は令和 3年 4月 1日とし、併せて経過措置を設けております。 

 続きまして、議案書 25ページをお願いいたします。 

 報告第 8号、伊予市教育委員会歴史資料取扱要綱の一部を改正する訓令の専決についてでご

ざいます。27ページをお願いいたします。同要綱中の様式第 2号及び第 3号の所有者等氏名欄

の印を削ることに併せて、署名または記名押印とするものとしております。また、様式第 1号、

第 4号及び第 6号の申請者氏名欄の印を削るものでございます。 

 施行期日は令和 3年 4月 1日とし、併せて経過措置を設けております。 

〇渡邉教育長：ありがとうございました。 

 ただ今報告がございました報告第 3号から第 8号、いわゆる押印の廃止に伴う記述あるいは

記入欄の変更に伴うもので説明がございましたが、ご質問、ご意見ございましたらお願いいた

します。 

〇渡邉教育長：鷹尾委員さん。 

〇鷹尾委員：いいですか。 
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〇渡邉教育長：どうぞ。 

〇鷹尾委員：これ、変更で前から使ってる用紙は、取り繕って使用するっていうのはどういう

ふうに。例えば、印と印刷されててもそこに印は押さないというふうにするか。 

〇佐々木局長：鷹尾委員さんのおっしゃるとおり、今までは署名と押印のほうを求めておった

ところですけど、4 月 1 日からは署名のみとし、印のほうは廃止するものでございます。です

ので、印鑑のほうを押す必要はなくなるとなっております。 

〇鷹尾委員：はい。分かりました。 

〇渡邉教育長：いわゆる改正前の様式は、改正後、記載が変わるということですね。 

〇佐々木局長：はい。 

〇渡邉教育長：古いのを使わないということですね。 

〇佐々木局長：はい。 

〇渡邉教育長：全部新しくなると。 

〇鷹尾委員：取りあえず使うんでしょ、取り繕うて。 

〇佐々木局長：経過措置として当分の間はこれを使うことができますけど、当分の間というこ

とで、もう言うたら押印を求めなくなると、そのうち押印を求めなくなるというふうなことに

なってまいります。 

ただ、その経過措置につきましては、電算上で様式が入っておりまして、その電算の改正と

いうふうな時間がかかるところがございますので、それにつきましてこの経過措置を設けてお

りますが、印があったとしても、特に押印のほうを求めるものではございません。 

〇渡邉教育長：構いませんでしょうか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇渡邉教育長：それでは、報告第 3号から第 8号につきましてはご承認いただきました。 

 続きまして、報告第 9号、お願いいたします。佐々木局長。 

〇佐々木局長：議案書 28ページをお願いいたします。 

 報告第 9号、伊予市における押印を求める手続きの見直しに関する取扱要領についてでござ

います。この要領につきましては、行政手続きの簡素化を図るため、本市の執行機関に提出す

る申請書、届出書、承諾書、その他の書類に係る押印を求める手続きの廃止に関し必要な事項

を定めております。つまり、先ほどまで説明さしていただきましたものにつきましては、教育

委員会事務局が定めております規則でございますけど、報告第 9号におきましては、要綱、要

領の部分に関わってくるものです。この要領は市長部局が定めているものですが、ただ今申し

上げましたとおり、教育委員会事務局を含む本市の執行機関が定めております要綱、要領等に

適用するものでございます。ただ、何遍も申しますけど、各執行機関が定めています規則はこ

の要領からは除外されますので、先の報告第 3号から報告第 7号までの措置を取らさせていた

だいた次第です。 
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 では、29ページをお願いいたします。 

 第 1条でこの取扱要領の趣旨を、第 2条で押印の省略等についてを。この第 2条におきまし

ては、本市の執行機関に対する提出書類であって、別表に掲げるものは次の各号に掲げる区分

に応じ、当該各項に定める取り扱いを行うものとすると規定し、第 1号で個人名義による提出

書類について、第 2号で法人、その他の団体名義による提出書類について規定しております。

第 3条では、適用除外として実印による押印を求める箇所は適用しないと規定しています。 

 31 ページから、教育委員会事務局における本取扱要領に該当する要綱を記載しております。

学校教育課で 11の要綱の 14の様式について、社会教育課では 23の要綱の 77の様式がこれに

該当いたします。 

 施行期日といたしまして、令和 3年 4月 1日から施行するとしております。 

 なお、先ほど報告第 8号でありました伊予市教育委員会歴史資料取扱要綱の一部を改正する

訓令につきましては、この報告第 9号の 31ページからの押印の省略等を行う様式の中に含まれ

ておりませんでしたので、改めて先に報告をさせていただいた次第でございます。 

 以上、簡単でございますけど説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

〇渡邉教育長：はい。ありがとうございました。 

 ただ今、第 9号、伊予市における押印の手続きの見直しに関する取扱要領についてというこ

とでご説明がございました。中身につきましては、ただ今説明があったとおりでございますが、

該当する様式はかなりたくさんありました。これらについてご質問、ご意見ございませんか。 

 これらも経過措置という捉え方で、様式、申請書が、今はもう使い切るぐらいの感じで、経

過措置を取るわけですか。 

〇佐々木局長：先の規則につきましては、先ほど申し上げましたとおり、電算上で規則の様式

を定めておりますので、電算のシステム改修が当分先になるということで経過措置のほう取っ

ておりますが、要綱、要領につきましては、各自のワードで作っておりますので、そのワード

上の印をよければすぐに様式のほうが出てまいりますので、この報告第 9号の部分につきまし

ては経過措置のほうは付いてないというふうに思っております。 

〇渡邉教育長：ということは、申請書とか請求書等については、今までの間、かなりためてお

るということはないということですね。 

〇佐々木局長：そうです。 

〇渡邉教育長：分かりました。 

 何かご質問、ご意見ございませんか。今のような形でご承認いただけますでしょうか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇渡邉教育長：ありがとうございました。それでは、報告第 9号は承認されました。 

 続きまして、議案第 12号、お願いいたします。 

〇灘岡指導主幹：では失礼します。議案第 12号について説明します。 
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伊予市立学校管理規則の一部を改正する規則について、伊予市立学校管理規則（平成 21年伊

予市教育委員会規則第 1号）の一部を別紙のとおり改正したいから、教育委員会の議決を求め

るものです。 

 提案理由といたしましては、愛媛県県立学校管理規則等の一部を改正する規則に準じ、規則

の一部を改正したいので提案いたします。 

 39ページをご覧ください。 

 伊予市立学校管理規則の一部を改正する規則、改正前、改正後と説明いたします。 

 まず、第 30条に当たります授業を行わない日の勤務。第 30条、教職員は、休日、休日の代

休日（以下「休日等」という。）及び週休日を除き、授業を行わない日においても勤務するもの

とするとあるのに、下線部について付け加えております。改正後は、教職員は、休日、休日の

代休日、職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例（昭和 26年愛媛県条例第 56号）第

10 条の 2 第 1 項に規定する超勤代休時間、教育職員の給与等に関する特別措置条例（昭和 46

年愛媛県条例第 42条。以下「特別措置条例」という。）第 8条第 1項の規定により、指定され

た勤務することを要しない日（以下「休日等）という。）及び週休日を除き、授業を行わない日

においても勤務すべきものとする。 

 勤務時間等について第 31条に該当します。改正後のほうを読みます。校長は、教育職員の勤

務時間の割り振り等に関する規則（昭和 45年愛媛県教育委員会規則第 3号。以下「割り振り等

規則」という。）の規定等に基づき、当該学校の教職員の勤務時間及び休憩時間（以下「勤務時

間等」という。）を定めなければならない。この場合において、特別措置条例第 7条第 1項の規

定に基づき、週休日及び勤務時間を割り振ろうとするときは、割り振り等規則の例により、教

育長の承認を得なければならない。特別措置条例第 8条第 1項の規定に基づき、勤務すること

を要しない時間を指定しようとする場合についても同様とする。 

 続いて、第 31 条の 3 に当たります勤務時間の上限について、追加条項を説明します。第 31

条の 3、特別措置条例第 7条第 1 項の規定により、週休日及び勤務時間の割り振りを定められ

た教育職員についての前 2 項に規定する上限の適用については、前 2 項中 45 時間とあるのは

42時間と、第 1項中 360時間とあるのは 320時間とする。 

 附則といたしまして、この規則は令和 3年 5月 1日から施行する。 

 国及び県のほうで、変形労働時間制の導入が進められております。愛媛県の条例も、4 月 1

日をもってこの変形労働時間制導入に向けた条例改正が行われております。伊予市においても、

この変形労働時間制を可能とする管理規則の改正に及んだものであります。 

 以上です。 

〇渡邉教育長：ありがとうございました。伊予市立学校管理規則の一部を改正する規則につい

てということです。 

 何かご質問、ご意見ございませんか。 
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〇灘岡指導主幹：補足させてもらってよろしいですか。 

〇渡邉教育長：はい。どうぞ。 

〇灘岡指導主幹：変形労働時間制の導入に当たっては前提となることがありまして、5 つあり

ます。1 つは、対象期間が長期休業期間等を含んでいること。それから 2 つ目に、勤務日や勤

務時間の設定に当たって、通常の正規の勤務時間に比べて短く設定する日には勤務時間を割り

振らず、かつ長期休業期間等においては勤務時間が割り振られない日を連続して設定する。3

つ目に、育児や介護を行う者については、これらの者が育児等に必要な時間を確保できるよう

な配慮をすること。4 つ目、対象となる教職員の在校等時間に関し、指針に定める上限時間、

42時間、年 320時間の範囲内であること。5つ目、服務監督教育委員会及び校長は、指針に定

める全ての措置を講じることとあります。 

上限時間が今度の改正で 45時間から 42時間、360時間から 320時間というふうに変えられ

たのは、この導入に及んで可能とするような体制をするからであります。 

 以上です。 

〇渡邉教育長：ただ今、追加のご説明がございました。変形労働時間の導入に伴うところで、

規則改正が行われたということでございます。 

改正後等々読んでも、すとんと落ちるような文章じゃないもんね。時間が 42になった、320

になったいうんやったら意味は分かるけど、30条にしろ、31条の文言にしろ、ほんとにすとん

と落ちるような文言……これが一つの法令文であると思うんですけども。言うなれば、この範

囲内で勤務時間の割り振りができますよ、そういう形で勤務をさしなさいよというふうな捉え

方でいいんではないかと思います。 

 よろしいでしょうかね。いわゆる県のに準じて市の管理規則の一部を改正するというスタン

スでここへ挙げてきたわけです。 

〇鷹尾委員：はい。 

〇渡邉教育長：はい。どうぞ。 

〇鷹尾委員：いいですか。ちょっと私、勤務時間が 42時間、それから 320時間。当然、超える

ことがあるんじゃないかと。それについてはどういう、例えば罰則があるとか、そういうんじ

ゃないんでしょう？ 

〇灘岡指導主幹：はい。罰則はありません。この勤務時間の割り振りを行うに当たっては、あ

らかじめ学校の職員の勤務時間について学校は把握しておく必要があるので、月々の職員の超

過勤務時間について把握をしていくようになります。これまでも伊予市教育委員会のほうでミ

ライムによる教職員の時間の把握を行っておりまして、それによって時間の把握は可能になっ

ております。 

ちなみに伊予市全体の昨年度の超過勤務時間の平均は 44時間でありましたので、このままで

いくと平均でも若干 42時間を、月平均上回っているということになります。数校は、もうすで
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に上限 42時間を下回っているというようなことも言えるんですが。 

〇鷹尾委員：分かりました。 

〇渡邉教育長：その他ございませんか。 

承認いただけますでしょうか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇渡邉教育長：令和 3年 5月 1日から施行するといったような形で、この規則が施行されます。 

 以上、(1)、議案審議につきましては全て承認されました。 

続きまして、(2)の報告事項に入ります。「５月教育委員会行事について」松山指導主事お願

いします。 

〇松山指導主事 ５月の学校教育課の行事について説明を行った。 

〇渡邉教育長 続きまして、社会教育課、お願いします。 

〇北岡課長補佐 ５月の社会教育課の行事について説明を行った。 

〇渡邉教育長 「イ 事務局報告事項等について」お願いします。 

〇佐々木局長 特にありません。 

〇渡邉教育長 「ウ その他」についてお願いします。 

〇佐々木局長 特にありません。 

○渡邉教育長 以上で４月の定例教育委員会を閉じさせていただきます。 

○佐々木局長 閉会。 

            午後２時１０分 閉会 

 


