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平成３０年第７回教育委員会定例会 会議録 

 

 

１ 日 時  平成３０年７月３０日（月） 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 菅 原 ゆかり （４番） 

      ※玉川貴広委員（３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 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          

 

  



 2 

鳩岡教育長 ただいまの出席者は４名です。 

玉川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７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 はじめに会議録の承認を行います。 

平成３０年第６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。 



 3 

 ７月４日（水） 

県立病院長と市長等の懇談会について報告 

７月７日（土） 

ヒメボタル「岩手県指定天然記念物」指定記念シンポジウムにつ

いて報告 

７月１７日（火） 

福岡三葉クラブ東北大会優勝報告について報告 

７月２７日（金） 

 市町村からの要望について報告 

 

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。 

本日の議案第３号は、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３号については、非公開とするこ

とに決しました。 
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日程第３ 議案第１号「平成 31 年度使用小学校教科用図書の採択について」 

 

鳩岡教育長 日程第３ 議案第１号「平成 31年度使用小学校教科用図書の採択

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。 

 

筒井学力向上 

推進監 
 【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  質問はございませんか。 

 

委員一同  なし。 

 

鳩岡教育長 それでは、議案第１号「平成 31 年度使用小学校教科用図書の採

択について」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「平成31年度使用中学校教科用図書の採択について」 

 

鳩岡教育長 日程第４ 議案第２号「平成 31年度使用中学校教科用図書の採択

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。 

 

筒井学力向上 

推進監 
 【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  どうぞ。 

 

菅原委員 

 

 採択となった教科書にもし悪い点があるとすればそれを挙げて

いただいて、今後実際に授業の中でその点をどのように克服してい

くかを教えていただければと思います。 
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鳩岡教育長  筒井推進監。 

 

筒井学力向上 

推進監 

 はい。基本的にはどこの教科書も全て一定の水準以上でありまし

たので、問題点というのはあまり見受けられませんでした。 

 先ほどお話したように、価値を示さないことで、先生と子どもた

ちで授業を作っていけるという良さもありますが、その裏を返すと

もしかすると、というような指摘もありましたが、そういうことか

らすると東京書籍の教科書につきましてはその中間点を行ってい

るものですので、具体的にそのような危険性はないというお話でご

ざいました。 

 また、東京書籍の教科書はこれまでも教材として使っていたもの

ですが、これまで気になる点となっていた部分については、今回全

て改善されております。 

 

菅原委員  はい。ありがとうございました。 

 

鳩岡教育長  そのほか、ありませんか。 

 

槻舘委員  はい。 

 

鳩岡教育長  どうぞ。 

 

槻舘委員  社会の教科書３分野が２社に分かれていますが、それぞれ分野ご

とに独立した形で選ぶのでしょうか。それとも分野のなにかの関わ

りによって２社に分かれて選択したのでしょうか。 

 

鳩岡教育長  筒井推進監。 

 

筒井学力向上 

推進監 

 社会の教科書採択にあたり２７年度に調査を行っており、２８年

度からこの教科書を使用しております。過去の採択になりますが、

３分野それぞれの分野ごとに調査員を配置し、別々に調査をし審議

していただいておりますので、３分野での統一性はとらなくてもい

いことになっております。 

 

槻舘委員  分かりました。 

 

鳩岡教育長  ほかにありませんか。 

 

槻舘委員  小中との関連についてですが、何か話し合いなどはされているの

でしょうか。 
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鳩岡教育長  筒井推進監。 

 

筒井学力向上 

推進監 

 結論から申し上げますと、小学校中学校での摺合せは特に行って

おりません。ですので道徳の教科書で申し上げますと、小学校は学

研、中学校は東京書籍となっています。 

 

鳩岡教育長  ほかに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２号「平成 31 年度使用中学校教科用図書の採

択について」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。 

これより、非公開案件の審議に移ります。 

 

 

日程第５ 議案第３号「二戸市文化財調査委員の人事について」 

 

鳩岡教育長 日程第５ 議案第３号「二戸市文化財調査委員の人事について」

を議題といたします。 

議案第３号の説明をお願いします。 

 

山田文化財課長  【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 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６ 報告第１号「二戸市教育委員会の後援・共催について」
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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 ないものと認め、報告第１号は説明のとおりといたします。 

予定した案件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。 

事務局からお願いします。 

 

事務局（澤田教育

企画課長） 

はい。 

８月２７日（月）午後２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、８月２７日（月）午後２時００分からと提案があり

ましたが、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８回二戸市教育委員会定例会は、８月２７日（月）

午後２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７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０１分 


