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平成２９年第１１回教育委員会定例会 会議録 

 

 

１ 日 時    平成２９年１１月２２日（水） 午後２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 菅 原 ゆかり （４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２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１１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 それでは、はじめに会議録の承認を行います。 

平成２９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。 

 

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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 １０月２５日（水） 

二戸市小学校音楽会について報告 

１０月２７日（金） 

 二戸地区中学校総合文化祭について報告 

１０月２８日（土）～２９日（日） 

 市職員採用試験について報告 

１０月３０日（月） 

二戸市表彰審査会（市勢功労者）について報告 

１１月１日（日） 

 視聴覚教育・情報教育功労者表彰について報告 

１１月３日（金） 

にのへ土曜チャレンジ塾について報告 

浄法寺小学校学習発表会について報告 

１１月６日（月）～７日（火） 

 全国都市教育長協議会表敬訪問について報告 

１１月８日（水） 

 二戸地区小中学校結核対策協議会について報告 

１１月１１日（土） 

 教育振興運動集約集会兼ＰＴＡ研究大会について報告 

 

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 ないようですので、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「学校給食費の算定について」 

 

鳩岡教育長 日程第３ 議案第１号「学校給食費の算定について」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。 

 

松本学校給食 

センター所長 
 【資料説明】 
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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 菅原委員どうぞ。 

 

菅原委員 給食費の減額または還付についてですが、学校の承認が必要だと

思うのですが、そのあたりも決定されているのでしょうか。 

 

松本学校給食 

センター所長 

はい。 

鳩岡教育長 松本所長。 

 

松本学校給食 

センター所長 

資料に記載しておりますのは、現行行っているものと同じもので、

保護者が必ず学校へ提出するものとしております。方法は変わりま

せんが、還付が出来ますと言うことを記載したものです。 

 

鳩岡教育長 菅原委員よろしいでしょうか。 

 

菅原委員 はい。いろいろと問題が出てくるのではないかと思ったもので。

分かりました。 

 

鳩岡教育長 ほかにございませんか。 

 

玉川委員 はい。 

 

鳩岡教育長 玉川委員。 

 

玉川委員 給食費の振替ですが毎月２５日ということで記載ありますが、仮

に振替不能となった場合に、２回目の振り替えといったものは予定

しているんでしょうか。 

 

松本学校給食 

センター所長 

はい。 

鳩岡教育長 松本所長。 

 

松本学校給食 

センター所長 

今回のシステムでは、２回目の振替は想定しておりませんので、

振替不能の情報が参りましたら直ちに納付書を作成し、学校を通じ

て該当の保護者へお届けするものであり、保護者は金融機関で納付

するか、新たに導入するコンビニでの納付をしていただくことにな

ります。 

 

玉川委員 そうすると、次に２回分振替えるなどの方法ではなく、納付書払
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いをするという方法なのですね。分かりました。 

 

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１号「学校給食費の算定について」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「二戸市育英資金貸付返還金口座振替収納事務取扱要綱を廃止す

る告示」 

 

鳩岡教育長 次に、日程第４ 議案第２号「二戸市育英資金貸付返還金口座振

替収納事務取扱要綱を廃止する告示」を議題といたします。 

議案第２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。 

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「二戸市育英資金貸付返還金口座振替収納

事務取扱要綱を廃止する告示」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。 
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日程第５ 議案第３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５ 議案第３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３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。 

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３号「市議会定例会提出議案への同意について」

は、原案のとおり同意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号は原案のとおり同

意することと決しました。 

 

 

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」 

 

鳩岡教育長  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。 

 

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。 

 ございませんでしょうか。 

 

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、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。 
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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。 

事務局から提案をお願いします。 

 

事務局（小野教育 

企画課長） 

１２月２７日（水）に午後３時から「海外派遣研修結団式」がシ

ビックセンターで開催されますが、その終了後、午後４時１５分か

ら定例会を開催したいと考えております。 

 

鳩岡教育長 委員の皆様ご都合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１２回二戸市教育委員会定例会は、１２月２７日

（水）午後４時１５分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１１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１０分 


