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平成３０年第１１回教育委員会定例会 会議録 

 

 

１ 日 時  平成３０年１１月２６日（月） 午前１０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 玉 川 貴 広 （３番） 

委員 菅 原 ゆかり （４番） 

※佐々木千穂委員（２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 

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 

      ※田口了スポーツ推進監は欠席。 

 

 

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 午前１０時００分          
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鳩岡教育長 ただいまの出席者は４名です。 

佐々木委員からは、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 平成３０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（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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 １０月３１日（水） 

「いわて教育の日」のつどいについて報告 

１１月１日（木） 

学校公開研究会について報告 

１１月２日（金） 

二戸市文化祭について報告 

１１月３日（土） 

 にのへ土曜チャレンジ塾について報告 

１１月８日（木） 

 二戸地区中学校総合文化祭について報告 

１１月１０日（土） 

 教育振興運動推進協議会集約集会について報告 

１１月１７日（土） 

 カシオペアの教育を語る会について報告 

１１月２１日（水） 

来客（二戸歴史民俗資料館長 菅原孝平氏）について報告 

１１月２４日（土） 

 二戸市ミニバスケットボール大会について報告 

１１月２５日（日） 

 二戸市民合唱団定期演奏会について報告 

 

鳩岡教育長 私からの報告は以上です。 

ご質問等あればお願いします。 

 

委員一同 なし。 

 

鳩岡教育長 それでは、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２号は、人事に関する事件に該当いたしますので、
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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２号については、非公開とするこ

とと決しました。 

 

 

日程第３ 議案第１号「二戸市立学校の廃止について」 

 

鳩岡教育長 日程第３ 議案第１号「二戸市立学校の廃止について」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。 

 

委員一同  なし。 

 

鳩岡教育長 それでは、議案第１号「二戸市立学校の廃止について」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 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。 

これより、非公開案件の審議に移ります。 

 

  

日程第４ 議案第２号「二戸市教育委員会表彰の受賞者について」 

 

鳩岡教育長 日程第４ 議案第２号「二戸市教育委員会表彰の受賞者について」

を議題といたします。 

議案第２号の説明をお願いします。 

 

澤田教育企画課長  【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
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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 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。 

 

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 どうぞ。 

 

玉川委員 ９ページの歳出のうち燃料費についてですが、これは灯油ですか。

重油でしょうか。 

 

澤田教育企画課長 はい。 

 

鳩岡教育長 教育企画課長。 

 

澤田教育企画課長 はい、燃料費は灯油と重油に加え、全校に配置する除雪機用ガソ

リン代となっております。 

 

玉川委員 年度末まで見込んで、不足する分ということでしょうか。 

 

澤田教育企画課長 そのとおりです。 

 

鳩岡教育長 ほかにありませんか。 

 

委員一同 なし。 
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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。 

 

鳩岡教育長 それでは、ご異議ないものと認め、議案第３号は原案に同意する

ことと決しました。 

 

 

日程第６ 報告第１号「小中学校空調設備整備事業について」 

 

鳩岡教育長 日程第６ 報告第１号「小中学校空調設備整備事業について」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。質疑を許可いたします。 

 

玉川委員 はい。 

 

鳩岡教育長 どうぞ。 

 

玉川委員 今年度限りの事業ということで非常にスケジュールがタイトだと

感じますが、３月までに終われない場合もあるのではないでしょう

か。その場合、繰越などもあるのでしょうか。 

 

鳩岡教育長 澤田課長。 

 

澤田教育企画課長 はい。まさに玉川委員の危惧しているとおりで、繰越を想定して

進めます。繰越したにしても、来年の７月頃までに整備するという

ことについては、全国から発注されたメーカーに在庫があるかどう

か、人手不足により工事を請ける業者が対応できるか、学校が授業

ある日に工事することは難しいため土日しか工事できない、など非

常に厳しい状況ではあります。 

 

玉懸部長 来年度の本格的な夏を前にした設置は約束できない状況です。さ

らに翌年に繰り越しということはできませんので、来年度中には設

置することとなりますが、涼しくなってから設置された、という状

況となる可能性はあります。 
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槻舘委員 はい。 

 

鳩岡教育長 槻舘委員どうぞ。 

 

槻舘委員 このエアコンは、暖房にも使えるものですか。 

 

鳩岡教育長 玉懸部長。 

 

玉懸部長 暖房には使えません。冷房のみです。 

また、学校には普通教室のみならず特別教室、職員室、校長室な

どあるわけですが、現時点では今回の特例交付金の対象は普通教室

のみと示されています。 

これまで再三、教育長に対する議会での一般質問等で熱中症対策

はどのように考えているかという質問が出される中で、思いとは別

に、非常に多額な費用が掛かるため設置は難しいという答弁をして

まいりました。今般、国が踏み込んだ形での制度を示して参りまし

たので、通常児童生徒が長く過ごす普通教室部分にこれらを活用し

て整備することを検討しているところです。 

現在、交付金の内示を待っている状況ですので確定ではありませ

んが、大雑把に計算し事業費のおおよそ４分の１が市の持ち出しと

なる見込みです。 

 

槻舘委員 例えば、１学期の終了日を１週間早めて工事の期間を確保するな

どの対応は考えていますか。 

 

玉懸部長 現時点では、想定しておりません。と申しますのは、先ほど副部

長が申し上げましたとおりまだ見えていない部分が多く、全国一斉

で行われるため物がどの時点で入ってくるかが明確でありません

し、実際どこの時期にできるものか、今後の状況を見ながら詰めて

いくこととなります。各学校の１年間のスケジュールは３月中に決

まるものと思いますが、不確かなもので工事の時期をお示しするこ

とはできないと考えております。 

 

鳩岡教育長 ほかにありませんか。 

 

玉川委員 エアコン設置のほかに、設置によりキュービクルの容量が替わり

電気設備の工事なども必要になると思いますが、そこも見込んでの

工事ということでしょうか。 

 

玉懸部長 やはり容量を増やす必要がありますのでそこも見込んでおりま

す。 
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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 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。 

 

 

日程第７ 報告第２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２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２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 提案説明が終わりました。質疑を許可いたします。 

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２号は説明のとおりといたします。 

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。 

 

委員一同 なし。 

 

鳩岡教育長 それでは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。次回の定例会ですが、１２月２７日（木）午後４時２０分

から開催したいと考えております。 

なお、この日は午後３時からシビックセンターで、海外派遣研修

結団式を開催する予定であり、その終了後に、定例会を開催する予

定です。 

また、定例会終了後には、教育委員会の忘年会を開催したいと考

えております。 

以上です。よろしくお願いいたします。 

 

鳩岡教育長 事務局から、１２月２７日（木）午後４時２０分からと提案あり

ましたが、ご都合はいかがでしょうか。 
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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

（木）午後４時２０分より開催することと決しました。 

 

 以上で、平成３０年第１１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 午前１１時０８分 


