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平成２８年第５回教育委員会定例会 会議録 

 

１ 日 時    平成２８年５月２３日（月） 午後２時００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 

学力向上推進監 筒 井 裕 一 

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 

図書館長 平   千 秋 

文化財課長 安ケ平 義 光 

学校給食センター所長 松 本 佳 江 

 

 

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２時００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５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４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。 
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清川委員長 ５月１４日（土） 

金田一中学校・福岡中学校体育祭について報告 

５月２１日（土） 

 二戸西小学校・仁左平小学校・福岡小学校運動会について報告 

 

鳩岡教育長 ５月９日（月） 

 中学生海外派遣研修協議会総会について報告 

５月１０日（火） 

 福岡高等学校定時制教育振興会総会について報告 

５月１２日（木） 

 青少年問題協議会について報告 

５月１３日（金） 

 平成２８年度「ことばの教室」開級式について報告 

５月１４日（土） 

 福岡中学校・金田一中学校体育祭について報告 

５月１６日（月） 

 県立病院医師と市との懇談会について報告 

５月１９日（水）～２０日（金） 

 全国都市教育長協議会定期総会並びに研究大会について報告 

５月２１日（土） 

 田中舘愛橘像落成除幕式・祝賀会について報告 

 

清川委員長  報告が終わりましたが、なにか質問はありませんか。 

 

委員一同  なし。 

 

清川委員長  質問がないようですので、各委員さんからも運動会に参加した様

子やお気づきの点があればお知らせいただきたいと思います。 

 

佐々木委員 ５月２１日（土） 

 浄法寺中学校体育祭について報告 
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玉川委員 ５月１４日（土） 

 金田一中学校体育祭について報告 

５月２１日（土） 

 仁左平小学校運動会について報告 

 

菅原委員 ５月２１日（土） 

 福岡小学校運動会について報告 

 

清川委員長  ありがとうございました。 

日程第２「一般報告」は以上で終了いたします。 

 

 

会議非公開の決定 

 

清川委員長 議事に入る前に、本日の教育委員会の会議の非公開についてお諮

りいたします。 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１３条第６項及び

二戸市教育委員会会議規則第１２条第１項の規定により、教育委員

会の会議は公開するものとされています。 

しかし、同項のただし書きにより、「人事に関する事件その他の

事件について、委員長または委員の発議により、出席委員の３分の

２以上の多数で議決したときは、会議を公開しない。」となってい

ます。 

 

本日の議案のうち議案第１号「その他の教育機関の長の人事につ

いて」から、議案第６号「二戸市学校給食センター運営委員会委員

の人事について」までの議案は、全て人事に関する事件に該当いた

しますので、当該議案の議決については非公開にしたいと思います

が、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号から議案第６号まで

については、非公開とすることに決定いたします。 

 

清川委員長  これより、非公開案件の審議に移ります。 
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日程第３ 議案第１号「その他の教育機関の長の人事について」 

 

清川委員長 議事に入ります。 

日程第３ 議案第１号「その他の教育機関の長の人事について」

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】 

 

 本協議事項は、二戸市教育委員会会議規則第１２条第４項ただし

書きの規定により秘密会として審議したため、審議内容については

記載しない 

 

 [原案可決] 

 

 

日程第４ 議案第２号「二戸市社会教育委員の人事について」 

 

清川委員長 次に、日程第４ 議案第２号「二戸市社会教育委員の人事につい

て」を議題といたします。 

議案第２号の説明をお願いします。 

 

欠端生涯学習課長 【資料説明】 

 

 本協議事項は、二戸市教育委員会会議規則第１２条第４項ただし

書きの規定により秘密会として審議したため、審議内容については

記載しない 

 [原案可決] 

 

 

日程第５ 議案第３号「二戸市立公民館運営審議会委員の人事について」 

 

清川委員長 次に、日程第５ 議案第３号「二戸市立公民館運営審議会委員の

人事について」を議題といたします。 

議案第３号の説明をお願いします。 

 

欠端生涯学習課長 【資料説明】 

 

 本協議事項は、二戸市教育委員会会議規則第１２条第４項ただし

書きの規定により秘密会として審議したため、審議内容については

記載しない 
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 [原案可決] 

 

 

日程第６ 議案第４号「二戸市立図書館協議会委員の人事について」 

 

清川委員長 次に、日程第６ 議案第４号「二戸市立図書館協議会委員の人事

について」を議題といたします。 

議案第４号の説明をお願いします。 

 

欠端生涯学習課長 【資料説明】 

 

 本協議事項は、二戸市教育委員会会議規則第１２条第４項ただし

書きの規定により秘密会として審議したため、審議内容については

記載しない 

 

 [原案可決] 

 

 

日程第７ 議案第５号「二戸市芸術文化振興懇話会委員の人事について」 

 

清川委員長 次に、日程第７ 議案第５号「二戸市芸術文化振興懇話会委員の

人事について」を議題といたします。 

議案第５号の説明をお願いします。 

 

欠端生涯学習課長 【資料説明】 

 

 本協議事項は、二戸市教育委員会会議規則第１２条第４項ただし

書きの規定により秘密会として審議したため、審議内容については

記載しない 

 

 [原案可決] 

 

 

日程第８ 議案第６号「二戸市学校給食センター運営委員会委員の人事について」 

 

清川委員長 次に、日程第８ 議案第６号「二戸市学校給食センター運営委員

会委員の人事について」を議題といたします。 

議案第６号の説明をお願いします。 

 

松本学校給食セン 

ター所長 

【資料説明】 

 

 本協議事項は、二戸市教育委員会会議規則第１２条第４項ただし
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書きの規定により秘密会として審議したため、審議内容については

記載しない 

 

 [原案可決] 

 

 

清川委員長  これで非公開会議の審議が終了いたしました。非公開会議を解除

いたします。 

 

 

日程第９ 報告第１号「二戸市教育委員会の後援・共催等について」 

 

清川委員長  次に、日程第９、報告第１号「二戸市教育委員会の後援・共催等

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 質問が無いようですので、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。 

 

米澤教育企画課長  はい。 

 

清川委員長  教育企画課長。 

米澤教育企画課長  私から、御返地中学校のあり方に関するアンケート結果について

ご報告したいと思います。 

 

清川委員長  お願いします。 

 

米澤教育企画課長  はい。 

先日、御返地中学校にお邪魔して、３月１日から１５日までの間

に御返地地区を対象として行ったアンケート調査について結果を
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報告して参りましたので、その内容をお知らせします。 

 

【資料説明】 

 

清川委員長  説明が終わりました。 

 委員の皆さんは質問等ありませんか。 

 

玉川委員  はい。 

 

清川委員長  玉川委員。 

 

玉川委員  はい。このアンケートの結果の中で、PTAの方々の回収率につい

て半分を切っているということに驚いているのですが、自分の子ど

もを預けている、またはこれから預ける予定の中学校に対する関心

というか期待があまり高まっていないようにも受け止められます。

実際このアンケートを回収する段階で、御返地の皆さんの様子とい

うものはどのように感じられたかお伺いしたいのですが。 

 

清川委員長  米澤課長。 

 

米澤教育企画課長  はい。統合に関するご意見を伺いに小中学校に行ってご説明をし

た時も、中学校の役員の方、小学校の役員の方、保護者全体、とい

った形で丁寧に段階を踏んで説明をしていったわけですが、来てい

ただいた方はやはり関心が高い方々でした。 

今回、アンケート結果を報告した際も回収率のお話もありました

が、その際のお話の中では、アンケートを提出しない方々も関心が

無いということではなく、代表の PTAの役員の方々にお任せする、

というお考えの方が多くて回答が少なかったのではないかという

ことでございました。 

 

玉川委員  わかりました。 

 

清川委員長  ほかに、お聞きしたいことはありませんか。 

委員一同  なし。 

 

清川委員長 では、質問がないようですので終了します。 

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。 
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米澤教育企画課長 次回は、６月２０日（月）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 ６月２０日（月）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。 

 

清川委員長 それでは、第６回二戸市教育委員会定例会は、６月２０日（月）

午後２時００分から開催することといたします。 

 

以上で、平成２８年第５回二戸市教育委員会定例会を閉会いたし

ます。 

 

 

  

閉会 午後３時０７分 


