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平成２９年第８回教育委員会定例会 会議録 

 

１ 日 時    平成２９年８月２８日（月） 午後４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 菅 原 ゆかり （４番） 

委員 玉 川 貴 広 （３番） 

委員 槻 舘 行 男 （５番） 

 

４ 説明のため会議に出席した職員 

教育部長 米 澤 幸 彦 

教育企画課長 小 野 昭 徳 

学力向上推進監 筒 井 裕 一 

生涯学習課長 玉 懸 ひとみ 

スポーツ推進監 田 口   了 

図書館長 三 上 敬 子 

文化財課長 姉 帯 行 男 

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４時００分          
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鳩岡教育長 ただいまの出席者は５名であります。 

全員出席ですので、会議は成立しています。 

 

鳩岡教育長 ただいまから、平成２９年第８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（小野教育

企画課長） 
ございません。 

 

鳩岡教育長 はい。 

それでは、はじめに会議録の承認を行います。 

平成２９年第７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。 

 

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。 

 

 

 

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ページをお開きください。 
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 ８月１日（火） 

二戸市学校教育研究会講演会について報告 

８月２日（水） 

 岩手県教育委員会との打合せについて報告 

８月２２日（火） 

 海外派遣研修事業担当者会議について報告 

 二戸西小学校 全国ジュニアゲートボール大会３位入賞報告につ

いて報告 

８月２３日（日） 

 浄法寺野球倶楽部 東日本少年軟式野球大会 優勝報告について

報告 

８月２５日（金） 

 県への市町村要望について報告 

 

鳩岡教育長  報告は以上です。なにかお聞きになりたいことはございませんか。 

 

委員一同 なし。 

 

鳩岡教育長 無いようですので、日程第２「一般報告」は終了いたします。 

議案の審議に入ります。 

  

日程第３ 議案第１号「教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価につい

て」 

 

鳩岡教育長 日程第３ 議案第１号「教育に関する事務の管理及び執行の状況

の点検及び評価について」を議題といたします。 

議案第１号の説明をお願いいたします。 

 

小野教育企画課長  【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。 

 

鳩岡教育長 なお、今回様式を大幅に変更してございますが、これは以前の様

式からさらに見やすいようにと変更したものであります。 

また、内容につきましても、点検評価委員の皆様から適切な助言、

ご意見等をいただきまして、まとめたものとなっております。 
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鳩岡教育長 ご質問等ございませんか。 

 

玉川委員 はい。 

 

鳩岡教育長 玉川委員。 

 

玉川委員 １８ページに、社会教育施設の環境整備について記載ありますが、

その中で公民館整備の方向性の検討をする、という目的に対して検

討をしたということですが評価はＣとあります。検討してもやや遅

れているという判断になったというのは、どのような理由からでし

ょうか。 

 

鳩岡教育長 はい、では説明をお願いします。玉懸生涯学習課長。 

 

玉懸生涯学習課長 はい。この件につきましては、まだ十分に検討が煮詰まっていな

い状態で、部内での検討にとどまっておりまして、本来であれば、

庁内の他部署を含めた検討会を開催する予定でしたが、まだそこに

至っていないという理由でＣ評価といたしました。 

 

玉川委員 もっと深い検討をする予定だったけれども、というところでＣに

なったということですね。 

 

玉懸生涯学習課長 はい。 

 

玉川委員 わかりました。 

 

鳩岡教育長 そのほか、ございませんでしょうか。 

 

菅原委員 はい。 

 

鳩岡教育長 菅原委員どうぞ。 

 

菅原委員 このＡ～Ｄの評価というのはとても分かりやすいと思いますが、

先ほど説明があったように、自分たちではもっといい評価にしたか

ったけれどもその評価にとどまった、もしくはその逆の場合もある

と思いますが、そういった評価に対する全体的な感想というものを

お伺いしたいと思います。 

 

米澤教育部長 はい。 

 

鳩岡教育長 米澤部長。 

 

米澤教育部長 全体評価に対する感想というお尋ねだと思います。６ページに評
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価の基準がございます。この基準に従い評価を行いましたが、確か

にその評価にあたっては非常に難しい部分がございました。 

評価委員の皆様とやり取りをしながら進める中で、取り組みに対

する評価は上げたいけれども数値目標を見るとそこまで至っていな

い、頑張っているんですが客観的にみると成果が上がらなかった、

というようなものなどあり、そういった中でできるだけ客観的に見

て評価するように努めました。 

 

菅原委員 

 

わかりました。 

 

鳩岡教育長 そのほか、ございませんか。 

 

佐々木委員 はい。 

 

鳩岡教育長 佐々木委員。 

 

佐々木委員 ８ページの分野１、生涯学習の充実の、ホームページによる指導

者情報の提供ですが、これは新規なんですね。 

 

玉懸生涯学習課長 はい。 

 

佐々木委員 新規の事業についてのＣという評価は、何と比較してのものでし

ょうか。 

 

玉懸生涯学習課長 はい。目的に沿った形での取り組みが出来たかということで、こ

こには数値目標はございませんので、取り組みの状況に対して判断

をいたしました。 

そのなかで、指導者情報の把握が思うように進んでおらず、その

ために情報提供が出来ない、という実態がございましたので、これ

をどういった形で把握し皆さんに情報提供するかが課題となってお

り、やや遅れがみられるという判断で評価をＣ評価としたものでご

ざいます。 

 

米澤教育部長 補足説明をいたしますが、この事業の計画は２８年度が初年度と

なっておりますので、新規となっているものです。また、２８年度

に計画していた内容に遅れがみられるということから評価をＣとし

たものです。 

 

佐々木委員 わかりました。 

 

鳩岡教育長 ほかにございませんか。 

 

槻舘委員 はい。 
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鳩岡教育長 槻舘委員どうぞ。 

 

槻舘委員 はい。 

全てではありませんが各項目に数値目標が掲げられております。

その数値目標の根拠といいますか、そのように定めた理由を代表的

なものだけで構いませんのでお伺いしたいのですが。 

 

米澤教育部長 全体的なところでお話しさせていただきますが、全国的な数値、

平均的な数値があるものについては、それを参考に定めております。

また、前教育振興基本計画における実績数値を評価しまして、より

良くなるような形で目標を定めております。 

 

槻舘委員 この平成32年度までの数値目標が示されていますが、その数値そ

のものは今後変えないでいくということですか。 

 

米澤教育部長 はい。基本的には、計画期間である平成２８年度から平成３２年

度までの５年間は、その数値で行くことになります。 

 

槻舘委員 それではもう一つ、細かいことになりますが、８ページの生涯学

習の充実の市民の学び直しの支援ということで延べ利用者数が示さ

れています。これは感想になると思いますが、利用者の数は多いほ

うが良いと思いますが、延べ人数だと一人で何度も行けば延べ利用

者数が増えるということですし、これを延べ人数としたのには何か

理由があるんでしょうか。 

 

玉懸生涯学習課長 実は把握しきれない部分がありまして、実際に行って受付をした

人数で把握してこの数字としたものです。実人数とすれば実際は同

じ方が何度もという状況で、実人数をもっと増やしたいという担当

課としての思いはございますが、当初はとにかく足を運んでいただ

きたいということもあり、また一番把握しやすい人数ということで

延べ人数に設定したという経緯もありますので、今回もその数値目

標にしたという実態でございます。 

 

米澤教育部長 評価にも「利用者は限られていたが」と記載しており、担当課と

しても課題と考えているところですが、実人数を把握するのは難し

いということもあり、延べ人数での評価となっております。 

 

鳩岡教育長 よろしいでしょうか。 

 

槻舘委員 はい。 

 

鳩岡教育長 ほかにございませんか。 
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委員一同 なし。 

 

鳩岡教育長 それでは、質問が無いようですので、議案第１号「教育に関する

事務の管理及び執行の状況の点検及び評価について」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」 

 

鳩岡教育長 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。 

 

小野教育企画課長  【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。 

 

菅原委員 はい。 

 

鳩岡教育長 菅原委員。 

 

菅原委員 補正予算ということは多少緊急性があったものだと思いますが、

スポーツセンターの土地購入費についても緊急性があったというも

のでしょうか。 

 

玉懸生涯学習課長 これまでもこの土地購入につきましては、例年、今回の半分ほど

の予算で希望者から購入する事業を行って参りましたが、今回は財

政部局から財源の措置が可能とお話がありましたので、現時点での

希望者全員になりますが今回購入に係る予算を計上したものでござ

います。今回の予算が通りますと、総合スポーツセンターの土地の

うち約６５％が公有地化されることになります。残りの３５％につ

いては、今後も継続して取り組んで参ります。 

 

菅原委員 わかりました。 
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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、質問が無いようですので、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。 

 

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 報告第１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５ 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。 

小野教育企画課長 【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１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  それでは私から、お手元に配布しております菅原委員の２年連続

の読売書法展読売準大賞の受賞を報告します。誠におめでとうござ

います。 

 

菅原委員  ありがとうございます。 
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鳩岡教育長 現在、国立新美術館で行われておりますので、機会がありました

らお立ち寄りください。 

 

鳩岡教育長 それでは、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。 

 

事務局（小野教育 

企画課長） 

９月２８日（木）午後４時００分からでお願いしたいと考えてお

ります。 

 

玉川委員 その日は出張が入っておりました。 

 

鳩岡教育長 事務局他の案はいかがですか。 

 

事務局（小野教育 

企画課長） 

９月２９日（金）は浄法寺小学校の学校公開が入っております。

２７日以前は市議会の予定があり、日程の確保が難しい状況です。 

 

鳩岡教育長 それでは、玉川委員には誠に申し訳ありませんが、９月２８日の

開催でお願いいたします。時間はいかがですか。 

 

佐々木委員 その日はもう少し早い時間でお願いします。 

 

鳩岡教育長 では、午後３時ではいかがでしょうか。 

 

委員一同 異議なし。 

 

鳩岡教育長 それでは、第９回二戸市教育委員会定例会は、９月２８日（木）

午後３時から開催することに決しました。 

 

鳩岡教育長 では、以上で、平成２９年第８回二戸市教育委員会定例会を閉会

いたします。 

 

 

閉会 午後５時１２分 


