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平成２８年第２回教育委員会定例会 会議録 

 

１ 日 時    平成２８年２月１８日（木） 午後１時１５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 平 栗 壽 隆 （２番）  

委員長職務代理第２順位 佐々木 春 彦 （３番） 

 菅 原 ゆかり （４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 

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 

文化財課長 安ケ平 義 光 

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 午後１時１５分          
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清川委員長 ただいまの出席委員は５名で全員出席です。 

会議は成立しています。 

 

清川委員長 ただいまから、平成２８年第２回二戸市教育委員会定例会を開

会いたします。 

 

清川委員長 はじめに、会議録の承認を行います。 

平成２８年第１回二戸市教育委員会定例会の会議録につきまして

は、すでにお渡ししてございますが、字句の訂正を除き、承認し

てよろしいでしょうか。 

 

委員一同 はい。 

 

清川委員長 それでは、承認いたします。 

 なお、字句の訂正がございましたら、後ほど事務局までお伝え

願います。 

また、本日の定例会終了後、出席委員及び教育長は、二戸市教

育委員会会議規則第３２条に基づき、会議録に署名をお願いいた

します。 

 

日程第１ 会期の決定 

 

清川委員長  それでは、議事日程に従い会議を進めてまいります。 

 初めに、日程第１「会期の決定」をお諮りいたします。 

 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。 

 

清川委員長  ご異議がないものと認め、会期は本日１日といたします。 

 

日程第２ 一般報告 

 

清川委員長  次に、日程第２「一般報告」を議題といたします。 

 初めに私から報告いたします。引き続き教育長から報告をお願

いいたします。 

 

清川委員長 １月２７日（水）～２８日（木） 

第７１回国民体育大会冬季大会スケート競技会（ショートトラッ

ク）について報告 
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２月６日（土） 

 槻陰舎きぼう塾について報告 

２月１０日（水） 

岩手県市町村教育委員会協議会委員研修会、臨時理事会について

報告 

２月１４日（日） 

 二戸市郷土芸能発表会について報告 

 

鳩岡教育長 １月２９日（金） 

 東京学芸大学訪問について報告 

２月６日（土） 

 槻陰舎きぼう塾について報告 

２月１２日（金） 

 県教育委員会と市町村教育委員会との意見交換について報告 

 

清川委員長  報告が終わりましたが、質問はありませんか。 

 

平栗委員  県の教育委員会と市町村教育委員会との意見交換についての報

告のなかで、コミュニティスクールの話がありましたが、もう少し

詳しく教えていただければと思います。 

 

鳩岡教育長  コミュニティスクールとは、学校職員だけではなく地域の住民も

一緒に学校を運営して行こう、という内容の制度です。これが、全

国的になかなか浸透しておらず、県内でも数年前、モデルケースと

して実施した町がありますが、現在はそのような形ではやっていな

いようです。 

 これはすでに、学校評議員等も入り様々な形で、保護者や地域と

連携しているということであり、岩手県においては今後も浸透しな

いのではないかと考えております。 

 

平栗委員  分かりました。 

 

清川委員長  他にございませんか。 
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委員一同  なし。 

 

清川委員長  質問がないようですので、日程第２「一般報告」は以上で終了い

たします。 

 

日程第３ 議案第１号「二戸市立小中学校管理運営規則の一部を改正する規則」 

 

清川委員長 次に、日程第３ 議案第１号「二戸市立小中学校管理運営規則の

一部を改正する規則」を議題といたします。 

議案第１号の説明をお願いします。 

 

米澤教育企画課長 【資料説明】 

 

清川委員長 説明が終わりました。質疑を許可いたします。 

質問はございませんか。 

 

菅原委員 今回の改正は県の指導によってとの説明でしたが、具体的にどの

ような効果があるというような話はあったのでしょうか。 

 

米澤教育企画課長 今回、学校の事務職員について事務長という職を設置しますが、

これは、共同事務を行っている組織の機能強化を図ることを目的と

しておりますし、これが学校運営の充実にもつながる、ということ

でございます。 

そして、指導養護教諭につきましては、新人の養護教諭への指導

の強化ですとか、体制作りにもつながる、ということでした。 

 

菅原委員  分かりました。 

 

清川委員長  他にございませんか。 

 

佐々木委員 改正により、指導養護教諭と養護教諭が各学校に配置になる、と

いうことでしょうか。 

 

米澤教育企画課長 この改正により、指導養護教諭という職ができ、学校に置くこと

が出来る、という内容となっております。養護教諭が今までどおり

各学校に居らっしゃるなかで、経験を積まれた方が、指導養護教諭

となるというような内容です。 
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佐々木委員 分かりました。 

 

清川委員長 他にございませんか。 

 

委員一同  なし。 

 

清川委員長 それでは、議案第１号「二戸市立小中学校管理運営規則の一部

を改正する規則」は、原案のとおり決することにご異議ありませ

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、議案第１号は原案のとおり

可決いたします。 

 

日程第４ 議案第２号「二戸市教育委員会教育長の権限に属する事務の一部を校長に

委任する規定の全部を改正する訓令」 

 

清川委員長 次に、日程第４ 議案第２号「二戸市教育委員会教育長の権限に

属する事務の一部を校長に委任する規程の全部を改正する訓令」を

議題といたします。 

議案第２号の説明をお願いします。 

 

米澤教育企画課長 【資料説明】 

 

清川委員長 説明が終わりました。質疑を許可いたします。 

 

佐々木委員 改正案第２条ですが、「共同実施組織の長に委任する」とあるの

は、先ほどの改正案で「事務長」の職の設置がありましたが、これ

にあたるのでしょうか。 

 

米澤教育企画課長 二戸市の場合、共同実施事務の組織は１つあり、その長が１人お

りますが、今後、事務長という職が設置された場合、事務長がその

組織の長になるのではないか、と思われます。 

 

佐々木委員 その事務長は各学校に１人配置になるのですか。 
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米澤教育企画課長  いえ。共同実施組織は市内に１つで、その長も１人ですので、事

務長もおそらく市内に１人という形になるのではないか、と考えて

おります。 

 

佐々木委員  分かりました。 

 

清川委員長  他にございませんか。 

 

委員一同  なし。 

 

清川委員長 それでは、議案第２号「二戸市教育委員会教育長の権限に属す

る事務の一部を校長に委任する規程の全部を改正する訓令」は、

原案のとおり決すること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、議案第１号は原案のとおり

可決いたします。 

 

日程第５ 議案第３号「二戸市教育委員会公印規程の一部を改正する訓令」 

 

清川委員長 次に、日程第５ 議案第３号「二戸市教育委員会公印規程の一部

を改正する訓令」を議題といたします。 

議案第３号の説明をお願いします。 

 

米澤教育企画課長 【資料説明】 

 

清川委員長 説明が終わりました。質疑を許可いたします。 

 

清川委員長  ございませんか。 

 

委員一同  なし。 

 

清川委員長 それでは、議案第３号「二戸市教育委員会公印規程の一部を改

正する訓令」は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

 

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、議案第３号は原案のとおり

可決いたします。 

 

日程第６ 報告第１号「二戸市教育委員会の後援・共催について」 

 

清川委員長  次に、日程第６、報告第１号「二戸市教育委員会の後援・共催

について」を議題といたします。 

 報告第１号の説明をお願いします。 

 

米澤教育企画課長 【資料説明】 

 

清川委員長  説明が終わりました。質疑を許可いたします。 

 ございませんか。 

 

委員一同  なし。 

 

清川委員長 それでは、報告第１号は説明のとおりといたします。 

 

清川委員長  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。 

 

委員一同  なし。 

 

清川委員長 ないようですので、次に、次回の定例会の日程を決めたいと思

います。事務局から提案をお願いします。 

 

米澤教育企画課長 次回は、３月２５日（金）午後２時からでお願いしたいと考え

ております。 

 

清川委員長 ３月２５日（金）の提案がありましたが、いかがいたしますか。 

 

委員一同 異議なし。 

 

委員長 それでは、第３回二戸市教育委員会定例会は、３月２５日（金）

午後２時００分から開催することといたします。 
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以上で、平成２８年第２回二戸市教育委員会定例会を閉会いた

します。 

 

 

  

閉会 午後２時０７分 

 

 


