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平成３０年第２回教育委員会定例会 会議録 

 

 

１ 日 時  平成３０年２月１３日（火） 午後３時３０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 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 

文化財課長 姉 帯 行 男 

図書館長 三 上 敬 子 

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３０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入っております。 

定足数に達しておりますので、会議は成立しています。 

 

鳩岡教育長 ただいまから、平成３０年第２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） 

ありません。 

 

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３０年第１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 異議なし。 

 

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 
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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。 

 １月３０日（火） 

天台寺保存修理委員会について報告 

２月７日（水） 

 田中舘博士記念児童生徒科学研究発表会について報告 

 社会教育委員会議について報告 

 県と市町村教育委員会との意見交換会について報告 

２月１１日（日） 

 二戸市郷土芸能祭について報告 

 

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ありますか。 

 

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「平成３０年度教育施政方針要旨について」 

 

鳩岡教育長 日程第３ 議案第１号「平成 30年度教育施政方針要旨について」

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。 

 

槻舘委員  はい。 

 

鳩岡教育長  槻舘委員どうぞ。 

 

槻舘委員  はい。別紙２の１ページの下のところ、「いわば学びに向かう力」

を付け加えたようですが、その経緯や考え方を教えていただきたい

と思います。 

 

鳩岡教育長  それでは、私の方から説明したいと思います。 

これにつきましては県教委がこの学びに向かう力ということを

多用しております。これを受けて、自ら学ぶ姿勢と同じ内容ではあ
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りますが、付け加えることで明確化を図ったということでありま

す。よろしいでしょうか。 

 

槻舘委員  はい。 

 

鳩岡教育長  ほかにありませんか。 

 

委員一同  なし。 

 

鳩岡教育長 それでは、議案第１号「平成 30年度教育施政方針要旨について」

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 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。 

 

玉川委員  はい。 

 

鳩岡教育長  玉川委員どうぞ。 

 

玉川委員 はい。６ページの区分に「拡充」とあるものは、予算規模が大き

くなったということでしょうか。 

 

小野教育企画 

課長 

はい。 

鳩岡教育長 小野課長どうぞ。 

 

小野教育企画 

課長 

はい。 

これまでの事業に追加のあるものなどとなっており、例えばこの
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１番のスクールバス運行事業ですが、通常の運行以外に御返地中学

校のバス購入という新たな部分が追加となるため拡充となったも

のです。 

 

玉川委員 そうすると予算も増えているということですよね。 

５ページのところで、歳出は 66,818千円の減になっていますが、

そのなかでも拡充したものがあるということは、他に減っているも

のがあるということですよね。 

 

小野教育企画 

課長 

はい。 

 

鳩岡教育長 小野課長。 

 

小野教育企画 

課長 

はい。 

５ページの歳出の部分ですが、教育企画課の部分について申し上

げますと、10款１項の教育総務費が 1,300万円ほど増えております

が、この主なものは育英資金が 29 年度から貸与金額や一時金を創

設し取り組んでおり、29 年度年度に貸した人が多いため 30 年度も

その分多くなっておりますし、スクールバスの分も含めますとおよ

そ 1,300万円の増ということになります。 

それから小学校費について 1,500万円の増となっておりますが、

リフレッシュ工事の分が増えたこととパソコンの整備分が減とな

ったことを差引しておよそ 1,500万円の増となっております。 

中学校費につきましては、リフレッシュ分も減額となり、パソコ

ン分も減額となったためおよそ 3,300万円の減となっております。 

 

姉帯文化財課長 ４項の社会教育費ですが 3,100 万円ほど減額となっておりまし

て、これにつきましては今年度、九戸城跡のエントランス広場から

散策路に続く木道及び本丸南展望櫓の階段整備が 4,500万円ほどで

したが完了したので来年度はその分が減りますし、そのほか来年度

は基本設計業務分が 1,600万円ほど増える、ということで差し引き

で概ね 3,100万円の減額ということになります。 

 

玉川委員 いつもやっているものの質が下がるとかやめるといったことで

はない、ということですね。 

 

鳩岡教育長 玉川委員がご心配されているのは中学校費などがそんなに減額

となって大丈夫か、ということだと思います。 

 

小野教育企画 

課長 

中学校費につきましては、今年度、金田一中学校に消防設備や部

室整備などの工事がありましたが、来年度はトイレ改修のみ、とい
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うことになりますので、金額的には大きく減額になります。 

 

玉川委員 今年は工事が結構あったけど来年はないから大きく減ったよう

に見えます、ということですね。 

 

小野教育企画 

課長 

はい、そうです。 

 

玉川委員 分かりました。 

 

鳩岡教育長 そのほか、ありませんか。 

 

佐々木委員 はい。 

 

鳩岡教育長 佐々木委員。 

 

佐々木委員 かなり前から事業として実施している歴史文化交流施設、岡本小

学校跡地の事業ですが、今は休止状態ということでしょうか。 

 

姉帯文化財課長 はい。 

 

鳩岡教育長 どうぞ。 

 

姉帯課長 現在、公民連携まち再生事業というものを政策推進課でやってい

ます。そこで金田一温泉エリア、九戸城周辺エリア、そしてもう一

つが天台寺周辺エリアの３つの地区について、公民連携でうまく実

施できないかと進めているところで、金田一温泉センターの改修が

急ぎということで先行しております。その事業のなかで天台寺周辺

につきましてもどういったものが必要であるかなどを若い人たち

から意見を聞いたりして進めておりまして、その意見を受けてまた

どう進めていくかを検討していくという段階なので、来年度の予算

的には十数万程度、交付金事業として進められるか協議するための

旅費の計上ということになっています。 

 

鳩岡教育長 現在は、政策推進課に移っているということでしょうか。 

 

姉帯文化財課長 委ねている、という状況です。 

佐々木委員には、検討委員会の委員もお勤め頂きましたので、関

心を持ってみていらっしゃることと思います。 

 

佐々木委員 検討委員会では図面なども案として示されていたと思います。ま

ちづくり会社の設立もあるようですが、そのなかで進めることにな
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るのでしょうか。 

 

姉帯文化財課長 まちづくり会社は、確かではありませんが金田一温泉センターが

メインになるようです。 

 

佐々木委員 分かりました。 

 

鳩岡教育長 ほかにありませんか。 

 

委員一同 なし。 

 

鳩岡教育長 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。 

 

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。 

 

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。 

 ほかに何かあり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。 

事務局から提案をお願いします。 

 

事務局（小野教育 

企画課長） 

３月２２日（木）午後４時００分から開催したいと考えておりま

す。よろしくお願いします。 

 

鳩岡教育長 ３月２２日午後４時００分からとの提案がありましたが委員の

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３回二戸市教育委員会定例会は、３月２２日（木）

午後４時００分から開催することに決しました。 

 

鳩岡教育長 以上で、平成３０年第２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 


