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平成３０年第８回教育委員会定例会 会議録 

 

 

１ 日 時  平成３０年８月２７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 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 

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 

      ※筒井裕一学力向上推進監は欠席。 

 

 

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（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  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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 ７月３１日（火） 

高田啓介氏 全国グループ個展について報告 

８月３日（金） 

金田一中学校全国中学校総合文化祭リハーサルについて報告 

８月６日（月） 

サテライト学習会（サマースタディ）視察について報告 

８月１３日（月） 

 第３５回記念全日本少年軟式野球大会（福岡三葉クラブ１回戦）

について報告 

８月１７日（金） 

 中高生海外派遣研修引率者打合せについて報告 

８月２１日（火） 

 市勢要覧プロポーザル審査会について報告 

８月２３日（木）～２５日（土） 

第１８回全国中学校総合文化祭長崎大会視察について報告 

８月２６日（日） 

 東京国立博物館視察について報告 

 

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。 

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 はい。 
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鳩岡教育長 菅原委員どうぞ。 

 

菅原委員 全体を網羅できる良い資料だと思います。当該年度で評価を行っ

たということですが、昨年度からの継続事業で評価が上がったもの

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。 

内容は約８０件ございます。例えば、この中で評価がＡに上がっ

たものは、１０ページの「道徳教育の充実」が昨年のＢ評価からＡ

評価に上がっております。こちらは研修の実施などにより内容の充

実が図られ評価が上がったものでございます。 

また、１１ページの「小学校副読本の充実及び活用」も同様にＢ

からＡに評価が上がっております。 

それから、１７ページの「槻陰舎きぼう塾事業」もＡに評価が上

がっており、記載も充実させております。 

 

玉懸教育部長 はい。 

 

鳩岡教育長 玉懸部長。 

 

玉懸教育部長 今、澤田副部長から話があったとおり、１７ページ「槻陰舎きぼ

う塾事業」や１８ページ「にのへ土曜チャレンジ塾事業」などは、

記載内容を大幅に充実させております。これは、一つひとつの具体

的な事業の内容について、４人の評価委員のご意見を受けまして、

頑張っているところはしっかり載せたほうが良いだろう、というこ

とで評価はもとより、内容の充実にも努めました。以上です。 

 

鳩岡教育長 ほかにありませんか。 

 

槻舘委員 はい。 

 

鳩岡教育長 槻舘委員どうぞ。 

 

槻舘委員 評価についてＡからＤまでありますが、ＡとＢの分け方について、

評価の内容を見ると「何故Ｂなのか、Ａでもよいのではないか」と

思われるものがいくつか見受けられました。例えば８ページの「生

涯学習の普及啓発」について評価がＢとなっています。評価の内容

は肯定的な記載ですがＡではありません。今後の方向性等について

充実させていきたいという部分がありますので、そういったところ

が課題となっているのかと考えますが、いかがでしょうか。 
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鳩岡教育長 澤田課長。 

 

澤田教育企画課長 ６ページに評価の基準がありますが、数値目標のあるものについ

ては明確ですが、数値目標の無いものはなぜその評価となったか、

分かりづらい部分となっています。 

槻舘委員からお話しあった８ページの部分についても、評価委員

から同様のご質問をいただいておりましたので担当課よりご説明い

たします。 

 

佐藤生涯学習課長 先ほどの８ページの事業につきましては、情報収集及び情報提供

にもう少し取り組む余地があったのではないかと考え、概ね達成し

たということでＢ評価といたしました。 

 

槻舘委員 それではもうひとつお聞きしたいのですが、２１ページの「芸術

文化団体の育成」について、資金援助が主な事業として示されてお

り、評価の内容も支援できたという表現で、今後の方向性も継続実

施するという内容ですので、これだけを見ればＡ評価でもよいので

はないかと思うわけですが、何かしらＡに足りない部分があったと

いうことであれば教えていただきたいと思います。 

また、その下の「郷土芸能保存団体の育成」についても同様にＢ

評価となっていますがその理由があると思いますのでお伺いしま

す。 

 

鳩岡教育長 山田課長。 

 

山田文化財課長 はい。私からは「郷土芸能団体の育成」の事業についてご説明し

ます。 

この事業、補助金を交付し財政的な支援を行う、という部分につ

いては目標を達成しているということになりますが、各団体後継者

不足という課題を抱えており、今後その育成についてどのように進

め継承していくかの支援が必要となりますので、総合的に判断し、

概ね達成したということでＢ評価といたしました。 

 

槻舘委員 財政面だけではなく、後継者不足の解消に向けて教育委員会も支

援していきたいということですね。 

 

山田文化財課長 はい。金銭的な支援だけではなく、学校の総合的な学習の時間を

活用して伝統芸能に触れてもらう活動などをしている団体もあり、

そういった先進的な取組を各団体へ提供しながら進めているところ

ですが、団体によってまだそういった活動ができていないところも

あり、それらの団体へも支援を行いながら進めていきたいと考えて

おります。 
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鳩岡教育長 佐藤課長。 

 

佐藤生涯学習課長 はい。「芸術文化団体の育成」の事業についてですが、補助金を

交付し財政的な支援を行っておりますが、芸術文化活動自体の相談

に乗るなど支援についてまだ余地があるのではないかということで

概ね達成したとしてＢ評価といたしました。 

 

玉懸教育部長 はい。 

 

鳩岡教育長 玉懸部長。 

 

玉懸教育部長 この事業につきましては、金銭的な部分で申しますと文士劇実行

委員会への補助が一番大きいところであり、これまで予算の関係で

定例会でも説明し、市議会の際にも議論いただいたところでありま

す。市を題材とした先人に関わるような演劇ということで一生懸命

やっていただいているところですが、やはり補助金によるところが

大きく、今後実行委員会として独立していただけることが最終的な

目標であることから、総合的に判断してＢとしたところであります。 

 

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「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 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号の説明をお願いいたします。 
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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。 

 

玉川委員  はい。 

 

鳩岡教育長  玉川委員。 

 

玉川委員  歳入の表にある寄附金の額と、主な内容にある教育費寄附金の額

が違っているのは何か理由がありますか。 

 

鳩岡教育長  澤田課長。 

 

澤田教育企画課長  はい。主な内容には教育費寄附金 3,438千円のみ記載しておりま

すが、そのほかに社会教育費寄附金が 472千円ございます。これら

を足すと歳入の寄附金の補正額となります。 

 

鳩岡教育長  ほかにありませんか。 

 

玉川委員 

 

 はい。 

鳩岡教育長  どうぞ。 

 

玉川委員  先ほど、除雪機を購入すると費用で 1,050千円の補正と説明があ

りましたが、大きいものでしょうか。 

 

鳩岡教育長  澤田課長。 

 

澤田教育企画課長  はい。これは幅が９３センチほどのもので、学校用務員はほとん

どが５０代後半から６０代前半ですが、その皆さんでも操作できる

ものということで中型を予定しております。 

 

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、原案へ同意することにご異議ありませんか。 

 

委員一同 異議なし。 
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鳩岡教育長 それでは、ご異議ないものと認め、議案第２号は原案に同意する

ことと決しました。 

 

 

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 日程第５ 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、報告第１号は説明のとおりといたします。 

ここで、教育企画課から１件説明があるようです。教育企画課長

お願いします。 

 

澤田教育企画課長 平成３０年度の全国学力学習状況調査についての資料を配布し

ておりますが、その内容についてご説明いたします。 

【資料説明】 

 

以上です。 

 

鳩岡教育長 学校現場を見て回りましても先生方は一生懸命やっていただい

ておりますし、一喜一憂することなく取り組んでいく必要があると

考えております。 

小学校低学年の算数など、基礎的なことをしっかりと理解するま

で教えるということは重要ですし非常に難しいことだと感じます。

そういった意味では本当に小学校の先生方はプロだと感じていま

す。 

槻舘委員どうですか。 

 

槻舘委員 論理的に物事を進めて理解できるようになるまでは、体験的なこ

とや身の回りのことと重ね合わせて概念を形成していかなければ

ならない年齢だと低学年については考えています。そういった中で

３つほど感じていることがあります。 
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まず、学校の落ち着いた雰囲気は学力に大きく影響すると感じて

います。そしてその落ち着いた雰囲気に何が必要かと考えると、家

庭の状況や親たちの人間関係が落ち着いていることが必要だと感

じています。 

２つ目は、小学校に入る前の段階で知的な部分、特に数の概念が

身についているかが小学校に入ってからの伸びる力の差に繋がっ

ていると感じます。数の概念と言っても難しいことではなく、サイ

コロや買い物など生活の中で関わっているかどうかでかなり違っ

てくる、そういった経験が不足しているように感じます。 

３つ目は、小学校低学年がインターネットの動画を見るなどの時

間がかなり多く、当然その分文字に触れる機会が減っているという

ことが感じられます。新聞を取っていれば文字に触れる機会も必然

的に出てくると思いますが、新聞を取っている家庭はかなり減って

いるようです。 

これからの子どもたちの、点数に表れない部分でのことがかなり

削られていると感じており、それが高校や大学に進むにつれ影響し

てくるのではと考えています。 

 

鳩岡教育長 ありがとうございます。 

ほかにありませんか。 

 

玉川委員 はい。 

 

鳩岡教育長 玉川委員。 

 

玉川委員 私は、保護者の目線から、理科が下がっていることが気になりま

す。 

 

鳩岡教育長 理科については３年ごとの調査であり、それほど大きな変化とは

考えていませんが、分析をしなければと考えています。 

全体的に学校が落ち着いていますので、そういった意味では心配

しておりませんし、学校の先生方の学力向上に向けた姿勢は皆さん

しっかりしたものを持っていると感じていますから信頼して任せ

ていいと考えています。 

ほかにありませんか。 

 

委員一同 なし。 

 

鳩岡教育長 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。 
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事務局（澤田教育

企画課長） 

次回の定例会は、９月２８日（金）午後２時００分からでお願い

したいと考えております。ただしこの日は議会の委員会４日目とい

うことで、例年ですと終わっていると思いますが、状況次第では午

後４時からに変更する場合があります。その際はお知らせします。 

以上です。 

 

鳩岡教育長 事務局から、９月２８日（金）午後２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９回二戸市教育委員会定例会は、９月２８日（金）

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８回二戸市教育委員会定例会を閉会いたし

ます。 

ありがとうございました。 

 

  

閉会 午後３時４０分 


