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平成３０年第５回教育委員会定例会 会議録 

 

 

１ 日 時  平成３０年５月３０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） 槻 舘 行 男 （５番） 

委員 佐々木 千 穂 （２番） 

委員 玉 川 貴 広 （３番） 

委員 菅 原 ゆかり （４番） 

 

 

４ 説明のため会議に出席した職員 

教育部長 玉 懸 邦 将 

教育企画課長 澤 田 善 治 

学力向上推進監 筒 井 裕 一 

生涯学習課長 佐 藤 しのぶ 

スポーツ推進監 田 口   了 

図書館長 三 上 敬 子 

文化財課長 山 田 善 之 

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 主査  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名です。 

全員出席ですので会議は成立しています。 

 

鳩岡教育長 平成３０年第５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（澤田教育

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４回二戸市教育委員会定例会の会議録につきまして

は、すでにお渡ししておりますが、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日間と決しました。 

 

 

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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 ４月２６日（木） 

県教委と市町村教委との意見交換について報告 

４月２７日（金） 

平成 30年度二戸記者クラブ歓迎会について報告 

５月１日（火） 

二戸市初任者研修一般研修について報告 

５月８日（火） 

 福岡高校定時制教育振興会総会について報告 

５月１２日（土） 

 市内中学校運動会・体育祭について報告 

５月１６日（水）～１９日（土） 

 全国都市教育長協議会情報交換会・定期総会・研究大会について

報告 

５月２４日（木）～２５日（金） 

岩手県市町村教育委員会協議会理事会・定期総会について報告 

５月２６日（土） 

 福岡小学校及び御返地小学校運動会について報告 

５月２８日（月） 

 市議会議員全員協議会について報告 

 

鳩岡教育長 私からの報告は以上です。 

何か質問などありましたらお願いします。 

 

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、これを公開しない。』と規定されて

います。 
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本日の議案第１号から第３号までの３件の議案は、人事に関する

事件に該当いたしますので、当該議案の審議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。 

 

鳩岡教育長 ご異議ないものと認め、議案第１号から議案第３号までの３件の

議案については、非公開とすることに決しました。 

これより、非公開案件の審議に移ります。 

 

 

日程第３ 議案第１号「二戸市立図書館協議会委員の人事について」 

 

鳩岡教育長 日程第３ 議案第１号「二戸市立図書館協議会委員の人事につい

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。 

 

三上図書館長  【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] 

 

 

日程第４ 議案第２号「二戸市学校給食センター運営委員会委員の人事について」 

 

鳩岡教育長 日程第４ 議案第２号「二戸市学校給食センター運営委員会委員

の人事について」を議題といたします。 

議案第２号の説明をお願いします。 

 

松本学校給食 

センター所長 
 【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] 
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日程第５ 議案第３号「二戸市スポーツ推進審議会委員の人事について」 

 

佐藤生涯学習課長  【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。 

 

 

日程第６ 議案第４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６ 議案第４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４号の説明をお願いいたします。 

 

澤田教育企画 

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・ 

玉川委員 

 はい。 

 

 

鳩岡教育長  ではまず玉川委員。 

 

玉川委員  11ページの歳入の主な内容の寄附金が 1,527千円で、上の寄附金

の寄附金の補正額の欄は 1,528千円で、千円のずれがあるのは何か

理由があるのでしょうか。 

 

鳩岡教育長  課長。 

 

山田文化財課長  はい。その千円については、予算とともに九戸城跡整備振興基金

を設置することで条例を提案する予定ですが、それに伴い、財源と

して寄附金、ふるさと納税を充てることとしておりましてその受け

皿として今回寄附金を千円予算計上しているものです。 

 

玉川委員  間違いではないということですね。 
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山田文化財課長  はい。 

 

玉川委員  分かりました。 

 

鳩岡教育長  では菅原委員。 

 

菅原委員  ふるさと納税については、おそらく納めた方が教育委員会にと指

定して寄附されたものだと思いますがその認識でよろしいでしょ

うか。 

 

鳩岡教育長  澤田課長。 

 

澤田教育企画 

課長 

 はい。そのとおりでございます。 

 

 

菅原委員  では、全体としてはもっとあるけれども、教育委員会としてはこ

の分だということでよろしいでしょうか。 

 

澤田教育企画 

課長 

 その通りです。 

 

 

鳩岡教育長  ほかにありませんか。 

 

佐々木委員  はい。 

 

鳩岡教育長  佐々木委員。 

 

佐々木委員  11ページです。二戸市民文士劇実行委員会補助金 150万円という

ことで計上されていますが、今まで開催された中での補助金という

のはどのくらいだったのか教えていただきたいと思います。 

 

鳩岡教育長  では、できれば１回目からこれまでの補助金額を全てお答え下さ

い。 

 

佐藤生涯学習 

課長 

 すみません、１回目からの補助金額は手元にございませんが、前

年度は 300万円です。 

 

鳩岡教育長  玉懸部長。 

 

玉懸教育部長  若干補足いたします。 

今回、歳入で自治総合センター助成金 260万円と、歳出の（４）
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では 150万円の市からの補助金となっておりますが、当初におきま

しては、今年度 250万円でスタートしております。実行委員会等と

協議を重ね、当初の段階では一般財源で補助金 250万円としてスタ

ートしておりましたが、自治総合センターいわゆる宝くじ助成金に

応募したところ認められ、その助成金額が 260万円、これは総事業

費である市からの補助金の３分の２であり、市補助金 400万円に対

するものですので、当初 250万円の補助金だったものに差額 150万

円を歳出予算で追加して 400万円になります。そして 400万円に対

する３分の２が、今回歳入にありますコミュニティ助成金の 260万

円ということになっております。 

説明がないと歳出 150万円に対して歳入 260万円ということで非

常に分かりづらい内容であります。 

また、当初は市の単独補助 250万円であり、これが助成金を活用

することにより市の補助は 400万円に増えますが、助成金が 260万

入って参りますので、結果的に市の負担が 140万円となりますので

市の財政的にも負担が減る形となります。 

なお、昨年 300万円、今年は、ゆくゆくは独り立ちしていただき

たいというお話もしながらの 250万円でありました。今年は演目も

変わるとのことで 400万円必要ということでしたが、次年度以降も

400 万円ということではございません。また協議をしながらという

ことになります。 

 

鳩岡教育長  これまでも、１団体にこれほど多額の補助金を出していることに

ついてはいろいろなご意見を頂いており、他の地道に活動している

多くの団体に対しての助成はどうなんだというお話をいただいて

いるところであります。 

 ほかにありませんか。 

 

槻舘委員  はい。 

 

鳩岡教育長  槻舘委員。 

 

槻舘委員  小中学校文化・体育大会出場費補助金についてですが、基準があ

れば教えていただきたいと思います。 

 

鳩岡教育長  澤田課長。 

 

澤田教育企画 

課長 

 はい。この補助金については要綱を定めております。これにより

ますと、大会の参加料金、交通費、宿泊費が対象と認められ、その

２分の１が補助金となります。 

 また、歳出の（２）助成金については、今回特別ということで、
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生徒がおよそ 100 人、先生方 13 人で人数が多いということ、そし

て開催地が長崎で遠方であるということ、あとは演劇ということで

大道具小道具などの運搬費がかかるということから、200 万円を計

上したものでございます。 

 

鳩岡教育長  よろしいでしょうか。 

 

槻舘委員  はい。 

 

玉懸教育部長  過去の例においては、市の補助金２分の１は当然対象となる大会

等には支払って参りました。助成金の部分については平成 18 年の

福岡中学校野球部が全国大会で１位になった大会、それから石切所

小学校のマーチングバンドが大阪城ホールに行った際に支払った

実績がありますが、いずれも 100万円を支出してございます。しか

しながら今回はとにかく人数が多い、野球は 20 人、マーチングは

25人ですので４倍から５倍の費用がかかる、また長崎県ということ

で非常に遠方でありますから、１千万円規模の総事業費となりま

す。これを市から２分の１補助しても残りは相当な負担になるとい

うことで、寄付などを集めるとしても多額の負担が想定されること

から、市と学校との協議を進めまして、今回の助成額となったもの

でございます。 

 

鳩岡教育長  補足しますと、今回の演目は単に演劇だけでなく、合唱、ブラス

バンドの演奏、振り付け等、オペラやミュージカルに匹敵するよう

な総合芸術の様相を呈しておりましてかなり大がかりとなってい

ます。これに２年生と３年生が全員参加するということで、そうい

った意味では別格ということで今回の助成となったものでありま

す。 

 

槻舘委員  最終的には２、３年全員参加ということで決まったんですね。 

 

澤田教育企画 

課長 

 はい。 

槻舘委員  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４号「市議会定例会提出議案への同意について」

は、原案へ同意することに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４号は原案に同意する

ことと決しました。 

 

 

日程第７ 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 日程第７ 報告第１号「二戸市教育委員会の後援・共催について」

を議題といたします。 

報告第１号の説明をお願いします。 

 

澤田教育企画課長 【資料説明】 

 

鳩岡教育長 説明が終わりました。お聞きになりたいことがありましたらお願

いいたします。 

ありませんか。 

 

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（澤田教育

企画課長） 

６月２６日（火）午後４時００分からでお願いしたいと考えてお

ります。 

以上です。 

 

 

鳩岡教育長 事務局から、６月２６日（火）午後４時００分からと提案があり

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６回二戸市教育委員会定例会は、６月２６日（火）

午後４時００分より開催することに決しました。 

以上で、平成３０年第５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４０分 


