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平成２９年第３回教育委員会定例会 会議録 

 

１ 日 時    平成２９年３月２４日（金） 午後３時００分 

 

２ 場 所    二戸市役所１階会議室 

 

３ 会議に出席した委員 

教育長 鳩 岡 矩 雄 （１番） 

委員（教育長職務代理者） 佐々木 春 彦 （２番） 

委員 玉 川 貴 広 （３番） 

委員 槻 舘 行 男 （５番） 

※菅原ゆかり委員（４番）は欠席。 

※過半数の委員の出席があるため成立。（地方教育行政の組織及び運営に 

関する法律第 14条第３項） 

 

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 午後３時００分          
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鳩岡教育長 ただいまの出席者は４名であります。 

菅原委員からは欠席の連絡が届いておりました。 

過半数の委員が出席していますので、会議は成立しています。 

 

鳩岡教育長 それではただいまから、平成２９年第３回二戸市教育委員会定例

会を開会いたします。 

 

鳩岡教育長 事務局、本日の傍聴の申し出はありますか。 

 

事務局（米澤教育

企画課長） 
ございません。 

 

 

鳩岡教育長 はい。 

それでは、会議録の承認を行います。 

平成２９年第２回及び第３回二戸市教育委員会臨時会の会議録につ

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。 

 

鳩岡教育長 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３０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 

 

鳩岡教育長  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日間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。 

 

鳩岡教育長  ご異議がないものと認め、会期は本日１日間といたします。 
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日程第２ 一般報告 

 

鳩岡教育長  次に、日程第２「一般報告」を議題といたします。 

 １ページをお開き下さい。 

 

 ２月２３日（木） 

 校長懇談会について報告 

 表彰状伝達（佐藤薫乃さん）について報告 

２月２５日（土） 

 金田一温泉jazzについて報告 

３月２１日（火） 

 新規採用教員引き渡しについて報告 

 

鳩岡教育長  報告は以上です。なにか質問はありませんか。 

 

委員一同  なし。 

 

鳩岡教育長 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 

 

鳩岡教育長 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１４条第７項』及

び『二戸市教育委員会会議規則第１０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、教育長または委員の発議により、出席者の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。』ものとされて

います。 

本日の議案のうち議案第１０号「その他の教育機関の長の人事に

ついて」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。 
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委員一同 異議なし 

 

鳩岡教育長 それでは、ご異議ないものと認め、議案第１０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「臨時専決処理に関し承認を求めることについて」 

 

鳩岡教育長 日程第３ 議案第１号「臨時専決処理に関し承認を求めることに

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】 

 

鳩岡教育長 説明が終わりました。質疑を許可いたします。 

ありませんか。 

 

玉川委員  退職者は出向という表現になるのですか。 

 

米澤教育企画課長 はい。教育委員会部局から市長部局への異動となるので、出向と

なります。 

 

鳩岡教育長  いったん市長部局へ戻ってから退職する形になります。 

 

玉川委員  分かりました。 

 

鳩岡教育長  その他ございませんでしょうか。 

 

委員一同  なし。 

 

鳩岡教育長  それでは、議案第１号「臨時専決処理に関し承認を求めることに

ついて」は、承認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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鳩岡教育長 それでは、ご異議ないものと認め、議案第１号は承認いたします。 

 

 

日程第４ 議案第２号「二戸市教育委員会組織規則の一部を改正する規則」 

 

鳩岡教育長 次に、日程第４ 議案第２号「二戸市教育委員会組織規則の一部

を改正する規則」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】 

 

鳩岡教育長 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。 

 

鳩岡教育長  それでは、議案第２号「二戸市教育委員会組織規則の一部を改正

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。 

 

鳩岡教育長 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。 

 

 

日程第５ 議案第３号「二戸市教育委員会処務規程の一部を改正する訓令」 

 

鳩岡教育長 次に、日程第５ 議案第３号「二戸市教育委員会処務規程の一部

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】 

 

鳩岡教育長 説明が終わりました。質疑を許可いたします。 

ありませんか。 
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委員一同  なし。 

 

鳩岡教育長  それでは、議案第３号「二戸市教育委員会処務規程の一部を改正

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。 

 

鳩岡教育長 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 議案第４号「二戸市教育委員会公印規程の一部を改正する訓令」 

 

鳩岡教育長 次に、日程第６ 議案第４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４号の説明をお願いします。 

 

欠端生涯学習課長  【資料説明】 

 

鳩岡教育長 説明が終わりました。質疑を許可いたします。 

ありませんでしょうか。 

 

委員一同  なし。 

 

鳩岡教育長  それでは、議案第４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。 

 

鳩岡教育長 それでは、ご異議ないものと認め、議案第４号は原案のとおり可

決いたします。 

 

 

日程第７ 議案第５号「二戸市教育委員会服務規程の一部を改正する訓令」 
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鳩岡教育長 次に、日程第７ 議案第５号「二戸市教育委員会服務規程の一部

を改正する訓令」を議題といたします。 

議案第５号の説明をお願いします。 

 

米澤教育企画課長  【資料説明】 

 

鳩岡教育長 説明が終わりました。質疑を許可いたします。 

 

佐々木委員  介護時間を加えたということですが、これまでは時間でとれなか

ったということか。 

 

米澤教育企画課長  はい、そのとおりです。これまでは１日単位での取得でしたが、

今後は、１日について２時間以内ということで休暇がとれるように

改正されたものです。 

 

佐々木委員  分かりました。 

鳩岡教育長  他にございませんか。 

委員一同  なし。 

 

鳩岡教育長  それでは、議案第５号「二戸市教育委員会服務規程の一部を改正

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。 

 

鳩岡教育長 それでは、ご異議ないものと認め、議案第５号は原案のとおり可

決いたします。 

 

 

日程第８ 議案第６号「二戸市教育委員会被服貸与規程の一部を改正する訓令」 

 

鳩岡教育長 次に、日程第８ 議案第６号「二戸市教育委員会被服貸与規程の

一部を改正する訓令」を議題といたします。 

議案第６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】 

 

鳩岡教育長 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。 

 

鳩岡教育長  それでは、議案第６号「二戸市教育委員会被服貸与規程の一部を

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。 

 

鳩岡教育長 それでは、ご異議ないものと認め、議案第６号は原案のとおり可

決いたします。 

 

 

日程第９ 議案第７号「二戸市シビックセンター管理規則の一部を改正する規則」 

 

鳩岡教育長 次に、日程第９ 議案第７号「二戸市シビックセンター管理規則

の一部を改正する規則」を議題といたします。 

議案第７号の説明をお願いします。 

 

欠端生涯学習課長  【資料説明】 

 

鳩岡教育長 説明が終わりました。質疑を許可いたします。 

ありませんか。 

 

玉川委員  「使用」を「利用」に読み替えるということですが、他の場合も

同様の表現になるのでしょうか。 

 

欠端生涯学習課長  はい。市の管理する場合は「使用料」ですが、指定管理者が管理

する場合は「利用料」という表現で、市全体で統一しております。 

 

玉川委員  分かりました。 
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鳩岡教育長  ほかにございませんか。 

 

委員一同  なし。 

 

鳩岡教育長  それでは、議案第７号「二戸市シビックセンター管理規則の一部

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。 

 

鳩岡教育長 それでは、ご異議ないものと認め、議案第７号は原案のとおり可

決いたします。 

 

 

日程第１０ 議案第８号「二戸市シビックセンター運営協議会規則の一部を改正する

規則」 

 

鳩岡教育長 次に、日程第１０ 議案第８号「二戸市シビックセンター運営協

議会規則の一部を改正する規則」を議題といたします。 

議案第８号の説明をお願いします。 

 

欠端生涯学習課長  【資料説明】 

 

鳩岡教育長 説明が終わりました。質疑を許可いたします。 

ありませんか。 

 

委員一同  なし。 

 

鳩岡教育長  それでは、議案第８号「二戸市シビックセンター運営協議会規則

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。 

 

鳩岡教育長 それでは、ご異議ないものと認め、議案第８号は原案のとおり可

決いたします。 
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日程第１１ 議案第９号「教育機関の長の人事について」 

 

鳩岡教育長 次に、日程第１１ 議案第９号「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９号の説明をお願いします。 

 

米澤教育企画課長  【資料説明】 

 

鳩岡教育長 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。 

 

鳩岡教育長  それでは、議案第９号「教育機関の長の人事について」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。 

 

鳩岡教育長 それでは、ご異議ないものと認め、議案第９号は原案のとおり可

決いたします。 

 

鳩岡教育長 これより、非公開案件の審議に移ります。 

ここで、いったん休憩いたします。 

事務局からお願いします。 

 

事務局（米澤教育 

企画課長） 
それでは、次の議案の当事者である樋口部長と安ケ平課長は、審

議が終了するまで、ご退席くださるようお願いします。 

（樋口教育部長及び安ケ平文化財課長退席） 

 

鳩岡教育長 審議を再開します。 

 

日程第１２ 議案第１０号「教育機関の長の人事について」 

 

鳩岡教育長 日程第１２ 議案第１０号「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１０号の説明をお願いします。 
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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１０条第１項ただし

書きの規定により秘密会として審議したため、同条第４項に基づき

審議内容については記載しない。 

 

 [原案可決] 

 

鳩岡教育長  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。 

 （樋口教育部長及び安ケ平文化財課長入室） 

 

 

日程第１３ 報告第１号「御返地中学校の統合に関する協議の経過について」 

 

鳩岡教育長 次に、日程第１３ 報告第１号「御返地中学校の統合に関する協

議の経過について」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】 

 

鳩岡教育長  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。 

 

槻舘委員  現在、平成３１年４月統合の方向で協議が進んでいるようです

が、これまでの統合の例を見たときに、その統合を前に、保護者が

転校を希望する事例が多く出てくるのではないかと危惧しており

ます。 

 

米澤教育企画課長  確かにこれまでの例を見たときに、統合前に住所変更などをして

転校してしまう、という例が見られまして、今回もそういったとこ

ろが心配されます。 

 教育委員会といたしましては、なるべく御返地中学校の人数が減

ることの無いようにと考えておりますが、住所を変えてしまうと必

然的に学区が変わることから、やむを得ない部分も出て来るのかと

思います。 

 それから、保護者と地区の総意として、検討委員会において平成

３１年４月の統合が適当であるとのことですので、それらの意向を

尊重しながら進めて参りたいと考えておりますし、御返地中学校の

統合ではありますが、常に小学校と中学校の保護者が一緒になって
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これまでも協議をいただいておりますので、現在の小学校５・６年

の保護者の方にも御返地中学校を想う気持ちというものが行きわ

たっているのではないかと感じておりますし、統合前に転校する児

童生徒はいないと期待しております。 

 

玉川委員  仁左平の例を思い出すと、やはり半分は残って、半分は先に転校

する形になりましたが、子ども達を見ますと、先に行った子たちが、

後から行く子の受け入れる雰囲気を作ってくれていたりして、いい

効果もあると思いました。親としては子どものことを考えて、非常

に迷うところだと思います。基本のルールがあるわけですが、やむ

を得ず先に行きたいという方がいればそれはそれで、仕方がないの

かなと思うところもあります。 

これまでの統合のやり方も決して悪くはなかったと思います。 

今後は統合の条件とか要望という形で、地域の方達や親の不安を

聞きながら、子どものことを考えた対応をお願いしたいと思います

し、統合の時期などについては地域に任せる、というのが一番いい

のではないかと考えております。 

 

樋口教育部長  はい、これまで事務局からは、過去においては統合前になだれる

ように行ってしまうケースがあったということも説明しながら、地

域の方々に決めていただきました。 

事務局としては、出来るだけ早い方がいいのではと考えておりま

したが、国の、地域の理解を十分に得て進めるという考えもありま

したので、十分に説明をし、地域の意向を尊重しながら、決めてい

ただいたものであります。 

 

鳩岡教育長  旧上斗米中学校の統合の例を見たときに、小学校の段階で転校が

相次ぎ、上斗米中学校に入学した生徒が一人だった、ということも

ございました。 

また、生徒や保護者の意向を受け、上斗米中学校３年生の生徒は

福岡中学校へ統合せず、御返地中学校へ統合し小規模校でお互いい

い刺激を受けながら卒業を迎えた、というようなこともございまし

た。 

そういった過去の統合の経験から私たちも多くを学んで参りま

した。おかげさまで現在は、地域の皆さんの協議により、順調に進

んできていると考えておりますし、今後も進めて参りたいと考えて

おります。 

 

鳩岡教育長  それでは、ほかにございませんか。 

 

委員一同  なし。 
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鳩岡教育長 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。 

 

 

日程第１４ 報告第２号「二戸市教育委員会の後援・共催等について」 

 

鳩岡教育長  次に、日程第１４、報告第２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２号の説明をお願いします。 

 

米澤教育企画課長 【資料説明】 

 

鳩岡教育長  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。 

 

鳩岡教育長 質問が無いようですので、報告第２号は説明のとおりといたしま

す。 

 

鳩岡教育長  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。 

 

鳩岡教育長 ないようですので、次回の定例会の日程を決めたいと思います。 

事務局からお願いします。 

 

事務局（米澤教育 

企画課長） 

４月２６日（水）午後２時００分からでお願いしたいと考えてお

ります。 

 

鳩岡教育長 事務局から、以上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。 

 

鳩岡教育長 それでは、第４回二戸市教育委員会定例会は、４月２６日午後２

時より開催することに決しました。 

 

鳩岡教育長 それでは、以上で、平成２９年第３回二戸市教育委員会定例会を

閉会いたします。 

閉会 午後４時３０分 


