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平成２８年第１１回教育委員会定例会 会議録 

 

１ 日 時    平成２８年１１月２８日（月） 午前１０時２７分 

 

２ 場 所    二戸市役所１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） 

委員 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 

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 午前１０時２７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１１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１０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 １１月１２日（土） 

 教育振興運動集約集会について報告 

１１月１６日（水） 

 第37回二戸地域生徒指導推進協議会研究大会について報告 

 

鳩岡教育長 １１月１２日（土） 

 萬代寄席について報告 

１１月１６日（水） 

 九戸城整備指導委員会について報告 

１１月１８日（金） 

 平成南部藩１日国替え １日領主 遠野市長出迎え、講話、懇談

会について報告 

１１月２１日（月） 

 滑舌能力検定について報告 

１１月２７日（日） 

「青展」について報告 

 

清川委員長  ありがとうございました。 

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、日程第２「一般報告」は終了いたしま

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
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ます。 

本日の議案のうち議案第３号「二戸市教育委員会委員の辞職への

同意について」は、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３号については、非公開

とすることに決定いたします。 

 

 

日程第３ 議案第１号「市議会定例会提出議案への同意について」 

 

清川委員長 議事に入ります。 

日程第３ 議案第１号「市議会定例会提出議案への同意につい

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。 

 

欠端生涯学習課長  【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。 

 

委員一同  なし。 

 

清川委員長  それでは、議案第１号「市議会定例会提出議案への同意について」

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「市議会定例会提出議案への同意について」 

 

清川委員長 次に、日程第４ 議案第２号「市議会定例会提出議案への同意に

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。 
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欠端生涯学習課長  【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。 

 

委員一同  なし。 

 

清川委員長  それでは、議案第２号「市議会定例会提出議案への同意について」

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２号は原案のとおり可

決いたします。 

 

 これより、非公開議案の審議に移ります。 

 

 

日程第５ 議案第３号「二戸市教育委員会委員の辞職への同意について」 

 

清川委員長 

 

 日程第５ 議案第３号「二戸市教育委員会委員の辞職への同意に

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。 

 

米澤教育企画課長 それでは、議案の説明に入る前に、『地方教育行政の組織及び運

営に関する法律第１３条第５項』において「教育委員会の委員は、

自己の一身上に関する事件については、その議事に参与することが

できない。」と定められていることから、当該委員である鳩岡教育

長は、恐れ入りますがご退席くださるようお願いします。 

（鳩岡教育長退席） 

【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] 

 

清川委員長 これで、非公開議案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。鳩岡教育長はご入室ください。 

（鳩岡教育長入室） 
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日程第６ 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６、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。 

 

菅原委員  日本母親大会とはどのような大会でしょうか。 

欠端生涯学習課長  毎年開催されている全国的な大会で、「子どもと教育、労働・暮

らし・福祉、女性の地位向上、平和・民主主義」など様々な課題や

関心事について学び、交流する大会です。1955 年に第１回世界母

親大会が開催され、そこに日本からも参加したことをきっかけに日

本でも毎年開催されるようになったようです。来年８月に盛岡市を

会場に開催されることから、岩手県で実行委員会を立ち上げ、県内

市町村に対し後援の依頼があったものです。 

 

清川委員長  他にありませんか。 

 

玉川委員  アイスホッケー大会について、中学校の大会ですが、昨日、一昨

日と県北青少年の家で開催され、参加して参りましたのでご報告し

ます。 

岩手県のクラブチームの大会で、中学校では石鳥谷と盛岡と二戸

にチームがありますが、チーム数が少ないので仙台のチームを呼ん

で対戦しました。仙台のチームにはかないませんでしたが、何とか

頑張って、石鳥谷のチームと対戦し二戸が勝利をおさめました。 

 

清川委員長  お疲れ様でした。ありがとうございました。 

 他にありませんか。 

 

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。 
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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、１２月２７日（火）午後４時３０分からでお願いしたい

と考えております。 

 

清川委員長 １２月２７日（火）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１２回二戸市教育委員会定例会は、１２月２７日

（火）午後４時３０分から開催することといたします。 

 

以上で、平成２８年第１１回二戸市教育委員会定例会を閉会いた

します。 

 

 

  

 

閉会 午前１１時２４分 


