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平成２８年第１回教育委員会臨時会 会議録 

 

１ 日 時    平成２８年２月２２日（月） 午前９時３０分 

 

２ 場 所    二戸市役所２階会議室 

 

３ 会議に出席した委員 

委員長 清 川   泰 （１番） 

委員長職務代理第１順位 佐々木 春 彦 （４番）  

委員長職務代理第２順位 菅 原 ゆかり （３番） 

 玉 川 貴 広 （２番）  

教育長 鳩 岡 矩 雄 （５番） 

 

４ 説明のため会議に出席した職員 

教育部長 樋 口 敬 造 

教育企画課長 米 澤 幸 彦 

教育企画課学力向上推進監 加 藤 暢 之 

教育施設整備課長 獅子内 正 幸 

生涯学習課長 欠 端 秀 治 

生涯学習課スポーツ推進監 内 澤   敬 

学校給食センター所長 中 里 智 志 

 

 

５ 職務（記録）のために会議に出席した者の氏名 

      教育企画課 主任 安ケ平 峰 子 

 

６ 会議の大要 

 

  （1）議題等   別紙議事日程のとおり 

 

  （2）議事の大要  開会 午前９時３０分          
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事務局 

（教育企画課長） 

教育委員の皆様、おはようございます。 

ただいまの出席委員は５名です。 

定足数に達しておりますので、会議は成立しています。 

 

ただいまから、平成２８年第１回教育委員会臨時会を開会いた

します。 

 

本来は委員長が進行するところですが、昨日の２月２１日で任

期満了となっており、現時点では不在ですので、仮委員長選出ま

での間は事務局で進行させていただきます。 

 

なお、玉川委員につきましては、昨年１２月３日、二戸市議会

定例会において、二戸市教育委員会委員に任命することについて

市長が提案し、同意の議決をいただいており、本日付で二戸市長

より辞令交付が行われたことをご報告いたします。 

 

それでは、本日の進行についてご説明いたします。 

はじめに、仮委員長を選出していただき、仮委員長の下で委員

長の選挙を行い、その後に選出された委員長から議事進行を行っ

ていただきますのでよろしくお願いいたします。 

また、委員の皆様が現在お座りの席は仮議席となっておりま

す。配布している資料のとおり、現在お座りの席をそれぞれの番

号に対応する仮議席としたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

 

それでは、委員長選挙に先立ち、仮委員長を選出したいと思い

ますが、事務局案をお示ししてよろしいでしょうか。 

  

委員一同 異議なし。 

  

事務局 

（教育企画課長） 

それでは、年長の清川委員にお願い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。 

  

事務局 

（教育企画課長） 

それでは、以後の議事進行を仮委員長にお願いいたします。 

  

 [清川委員 １番議席から仮委員長席へ移動] 

  

清川仮委員長 それでは、議事日程に従い、会議を進めて参ります。 
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日程第１ 会期の決定 

清川仮委員長 日程第１「会期の決定」について、お諮りいたします。 

会期は、本日１日に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。 

  

清川仮委員長 ご異議がないものと認め、会期は、本日１日とすることに決し

ました。 

  

  

日程第２ 選挙第１号 二戸市教育委員会委員長の選挙について 

清川仮委員長 次に、日程第２、選挙第１号「二戸市教育委員会委員長の選挙

について」を議題といたします。 

事務局、説明をお願いします。 

  

事務局 

（教育企画課長） 

この選挙は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第

１２号第１項の規定に基づくもので、「教育委員会は教育長を除

いた委員のうちから委員長を選挙しなければならない。」とされ

ているため、行うものです。 

また、第２項で「委員長の任期は１年とする。ただし、再選さ

れることができる。」とされております。 

  

清川仮委員長 説明が終わりました。 

それでは、選挙の方法についてお諮りいたします。 

選挙の方法は、二戸市教育委員会会議規則第６条第１項の規定

による「投票（単記無記名投票）」と、同条第３項の規定による

「指名推選」の２つの方法がありますが、いかがいたしますか。 

  

佐々木委員 指名推選でよろしいかと思います。 

  

菅原委員 よろしいと思います。 

  

清川仮委員長 ただいま、指名推選というご意見がありましたが、指名推薦の

方法によることにご異議ございませんか。 

  

委員一同 異議なし。 

  

清川仮委員長 それでは、ご異議ないものと認め、指名推選の方法によること

に決しました。 

  

清川仮委員長 それでは、推選をお願いいたします。 

  

佐々木委員 引き続き、清川委員にお願いしたいと思います。 
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清川仮委員長 他にございませんか。 

  

委員一同 なし。 

  

清川仮委員長 「清川委員」との推選がありましたが、いかがいたしますか。 

  

委員一同 異議なし。 

  

清川仮委員長 全員ご異議ないものと認め、清川委員が委員長に決しました。 

なお、委員長の任期は、本日から平成２９年２月２１日までの

１年間です。 

  

清川委員長 【就任あいさつ】 

  

日程第３ 選挙第２号 二戸市教育委員会委員長職務代理者の指定について 

清川委員長 次に、日程第３、選挙第２号「二戸市教育委員会委員長職務代

理者の指定について」を議題といたします。 

事務局、説明をお願いします。 

  

事務局 

（教育企画課長） 

これは、二戸市教育委員会会議規則第７条の規定に基づき、委

員長職務代理者２名を指定するもので、委員長同様、こちらも任

期が満了しており、その後任について「第１順位」と「第２順位」

を指定しようとするものです。 

  

清川委員長 説明が終わりました。 

それでは、選挙の方法についてお諮りいたします。 

選挙の方法は、二戸市教育委員会会議規則第７条の規定によ

り、第６条の「委員長の選挙」を準用するとなっており、「投票

（単記無記名投票）」と「指名推選」の２つの方法がありますが、

いかがいたしますか。 

  

菅原委員 指名推選でいいと思います。 

  

清川委員長 そのほか、ありませんか。 

  

委員一同 なし。 

  

清川委員長 それでは、指名推選の方法によることにご異議ございません

か。 

  

委員一同 異議なし。 
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清川委員長 それでは、ご異議ないものと認め、指名推選の方法によること

に決しました。 

 

清川委員長 それでは、推選をお願いします。 

  

菅原委員 第１順位者に佐々木委員をお願いしたいと思います。 

  

清川委員長 ほかにありませんか。 

  

委員一同 なし。 

  

清川委員長 それでは、委員長職務代理者の第１順位者に佐々木春彦委員の

推薦をいただきましたが、これにご異議ありませんか。 

  

委員一同 異議なし。 

  

清川委員長 それでは、ご異議ないものと認め、第１順位者は佐々木委員と

決しました。 

  

清川委員長 続けて、第２順位者を決めたいと思いますので、推薦をお願い

します。 

  

玉川委員 第２順位者に菅原ゆかり委員をお願いしたいと思います。 

  

清川委員長 ほかにございませんか。 

  

委員一同 なし。 

  

清川委員長 それでは、委員長職務代理者の第２順位者に菅原委員の推薦を

いただきました。これにご異議ありませんか。 

  

委員一同 異議なし。 

  

清川委員長 それでは、皆さんご異議ないものと認め、第２順位者には菅原

委員と決しました。 

なお、任期は本日から平成２９年２月２１日までの１年間で

す。 

では、ここで第１位順位者から順に挨拶をお願いします。 

  

佐々木委員 【就任あいさつ】 

  

菅原委員 【就任あいさつ】 
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日程第４ 「議席の決定」 

清川委員長 次に、日程第４、「議席の決定」を議題といたします。 

二戸市教育委員会会議規則第４条で、委員の議席はクジで決め

ることになっております。 

なお、現在の議席は仮議席となっております。 

それでは、事務局、クジの準備をお願いいたします。 

  

事務局 

（教育企画課長） 

議席に関しましては、平成２０年３月３日に開催された第１回

二戸市教育委員会臨時会において、委員長の議席は１番、また教

育長の議席は５番とし、事務局側に近い席にするという決定に従

って参りましたが、皆様これまで同様でよろしいでしょうか。 

  

委員一同 異議なし。 

  

事務局 

（教育企画課長） 

それでは、２番、３番、４番の議席をクジで決めていただくこ

とになります。 

配布しております座席配置図【委員長決定後】のとおりですの

で、ご覧いただきたいと思います。 

それでは、最初に本クジを引く順番を決めるクジを引いていた

だきます。その後、本クジを引いて議席を決定いたしますので、

よろしくお願いいたします。 

  

 【クジ引き実施】 

  

清川委員長 それでは、確認いたします。 

ただいまのクジ引きの結果、 

議席１番が清川泰委員長 

議席２番が玉川貴広委員 

議席３番が菅原ゆかり委員 

議席４番が佐々木春彦委員 

議席５番が鳩岡矩雄教育長となりました。 

 

座席の移動をお願いします。 

  

清川委員長 以上で、予定されていた案件につきましては、すべて終了いた

しました。 

ほかに、何かございましたらお願いいたします。 

なければ、事務局からお願いします。 

  

事務局 

（教育企画課長） 

事務局から、第２回教育委員会臨時会の開催についてお知らせ

いたします。 
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事務局 

（教育企画課長） 

すでに皆様にはご連絡済みですが、２月２６日（金）午前９時

３０分開会で、教育振興基本計画・教育施政方針要旨・教育機関

の長の人事についてご審議いただく予定となっております。 

  

清川委員長  それでは、以上で、平成２８年第１回二戸市教育委員会臨時会

を閉会いたします。 

  

  

閉会 午前９時４８分 


