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平成３１年第２回教育委員会定例会 会議録 

 

 

１ 日 時  平成３１年２月１３日（水） 午前９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） 槻 舘 行 男 （５番） 

委員 玉 川 貴 広 （３番） 

委員 菅 原 ゆかり （４番） 

委員 佐々木 千 穂 （２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 午前９時３０分          
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鳩岡教育長 ただいまの出席者は５名であります。 

全員出席ですので、会議は成立しています。 

 

鳩岡教育長 ただいまから、平成３１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（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３１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 

 

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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 ２月２日（土） 

九戸城跡講演会について報告 

２月３日（日） 

 チャレンジアート１０＋１ ミニミニコンサートについて報告 

 第２回史跡九戸城跡整備指導委員会について報告 

２月１０日（日） 

 二戸市郷土芸能祭について報告 

２月１２日（火） 

 手作り絵本展 入選報告について報告 

 

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がありましたらど

うぞ。 

 

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３１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 31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。 

 

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。 

 

槻舘委員  はい。 

 

鳩岡教育長  槻舘委員どうぞ。 

 

槻舘委員  別紙１の６ページの５行目、『また、児童生徒の熱中症対策とし

て国が定めた「ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金」につい

ては・・・』の部分ですが、この表現だと熱中症対策のために国が

定めた交付金と受け取れますが、国の交付金は熱中症対策だけでな

くブロック塀などの改修による安全対策も目的としたものだと思

いますので、「熱中症対策として国が定めた」という表現は、少し

変えたほうが良いのではないかと感じました。 
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鳩岡教育長 

 

 澤田課長。 

澤田教育企画 

課長 

 はい。交付金名としてはブロック塀が入っていますが、二戸市は

熱中症対策の事業のみ実施することとなるため、このような表現と

しておりました。 

 

玉懸教育部長  確かに、国の交付金の目的としては安全対策を含みますので、「安

全・熱中症対策として」のような表現など、見直す必要があると思

います。 

 

鳩岡教育長  二戸市としては熱中症対策の事業を実施するので最初の部分に

そこは入れつつ、交付金の目的の部分とは分けて、伝わるように見

直すことといたします。そこはお任せいただくこととしてよろしい

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  委員の皆様方にはいろいろと貴重なご意見、ご指摘を頂きまして

本当にありがとうございました。事務局もいただいた内容をしっか

りと受け止め、大変いい形になったと思っております。 

 

鳩岡教育長 それでは、議案第１号「平成 31年度教育施政方針要旨について」

は、一部の修正を事務局にお任せいただき、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。 

 

 

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】 

 

佐藤生涯学習 

課長 

【資料説明】 

山田文化財課長 【資料説明】 

 

松本学校給食 

センター所長 

 

【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。５ページの当初予算の歳出について、前年度に比較して減

額となっていますが、その大まかな理由が分か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。学校関係では、30年度はトイレの洋式化を小中２校実施し

たのですが、31年度はエアコンの設置事業などもあるため同じ件数

実施するのは難しいということで、石切所小学校１校のみの実施と

なり、前年比減となります。そういったものの積み上げで減額とな

っています。 

 

玉川委員  子ども達にかける通常の教育予算が減ったものではなく、実施件

数が少ないため減って見える、というような考え方でよろしいでし

ょうか。 

 

玉懸教育部長 やはりエアコンの事業については補助等の財源措置があるとは

いえ、市の持ち出しが大きいこともあり、洋式化の事業を何とかと

お願いしましたが、より洋式化率の低いところを優先、ということ

になりました。 

また、職員室などへのエアコンの設置については現在も議論を進

めているところですが、これら補助対象外の部分についても設置す

ることとなれば、予算が大きくなることが見込まれます。全体への

効果も大きいですのでこのタイミングで実施することも必要だと

考えております。 

 それらエアコンの事業費も足せば多くなると思いますが、そこが
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含まれていないので、当初予算の比較では減ったように見える、と

いう形になっています。 

 

鳩岡教育長 次に槻舘委員どうぞ。 

 

槻舘委員 はい。何点かお伺いしたいと思います。 

まず１点目ですが、中学校が１校減ることとなりますが、それに

伴う経費的な部分はどうなっているかというところです。 

また、２点目はふるさと納税として予算が計上されていますが、

寄附者は二戸市に関わった方が多いでしょうか。 

３点目は、文化財課の事業で御朱印作成とありますが、どれくら

いかかるでしょうか。 

４点目は、給食センターの非常食備蓄事業ですが、2,300 食と説

明ありましたがこれは何日分くらいを想定していますでしょうか。 

 

鳩岡教育長 では、澤田課長お願いします。 

 

澤田教育企画 

課長 

はい。私からは最初の２点について説明します。 

まず、御返地中学校の閉校に伴う経費の減についてですが、申し

訳ありません、具体的な数字は手元にありません。学校を維持する

電気代や水道代、パソコンなどのハード面の経費は減額となると思

われます。 

次に２点目のふるさと納税についてですが、寄附者は二戸にゆか

りの人というのは非常に少なく、返戻品に魅力を感じてという方が

ほとんどという状況です。 

以上です。 

 

鳩岡教育長 山田課長。 

 

山田文化財課長 はい、御朱印と御朱印帳作成については、5,000部で 27万円とい

う予算になっております。 

 

鳩岡教育長 松本所長。 

 

松本学校給食 

センター所長 

はい。2,300 食を用意いたします。これは児童生徒１日分の数と

なります。 

 

槻舘委員 澤田課長にお伺いします。 

学校を統合する場合、やはり財政的にどれくらい減るかというこ

とが自治体として重要なところではないかと思います。大雑把に考

えても財政的には効果があるのではないでしょうか。 
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澤田教育企画 

課長 

市の財政としては、かかる経費が減るということになるかと思い

ますが、経費節減効果がどれだけかという具体的な数字は手元にな

く、申し訳ありません。 

 

玉懸教育部長  補足ですが、統合にあたり、これまで財政的な視点での議論は一

切しておりません。児童生徒数が減っていることで進めてきており

ます。 

 また、経費的な部分についても、先ほど澤田が申しましたとおり

電気代、燃料代などの学校配分予算については１校分減るのです

が、スクールバスを購入した経費や運行する費用などがかかって参

ります。そして、一番大きい部分は人件費であると思いますが、こ

こについては県の負担であり市の予算に関わらない部分となって

います。人件費を含めればマイナス効果も出てくると思いますが、

市の予算だけを見ますと財政的な効果は単純な減だけではないも

のと考えております。 

 市の全体予算のうち、おおよそ 10％程度が教育予算となっており

ます。ふるさと納税のなかでも教育関係には非常に関心を持ってい

ただいており、多くの寄附をいただいております。これらを活用し

ながら、さまざまな事業を進めて参りたいと考えているところで

す。 

 

鳩岡教育長 なお、人件費については、教員と事務職員が県の負担であり、用

務員のみ市の負担となっております。 

ほかにありませんか。 

 

玉川委員 はい。 

 

鳩岡教育長 玉川委員どうぞ。 

 

玉川委員 ８ページの史跡九戸城跡環境整備事業についてですが、総事業費

はどのくらいでしょうか。 

 

山田文化財課長 今年度の基本設計ができれば総事業費の見込みが出る予定です。 

 

玉川委員 私どもが建物を建てる場合、建設費の３～５％を設計に係る費用

と見積もるので、どういった形でこの 26,909 千円を見積もったの

かお伺いしたいと思いました。 

 

山田文化財課長 この額には支障木の伐採などの経費も含まれており、実際の実施

設計分の予算は 25,000 千円となっています。また、この金額は文

化庁とも協議のうえ基準により積算したものとなっております。 
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鳩岡教育長 参考まで、これまで九戸城跡の土地買上事業は昭和 54 年度から

始まっております。九戸城跡の土地所有者は非常に入り組んでおり

まして、これまで買い上げた分の土地公有化率は 94.5％、かかった

費用は 14億 5,400万円となっています。 

また、環境整備事業は平成元年からこれまで 30 年間実施し、費

用は４億 3,331万円となっております。 

ほかにありませんか。 

佐々木委員。 

 

佐々木委員 はい。給食費についてお伺いしますが、補正予算の歳入に学校給

食徴収金が計上されていますが、現年分の減額が大きいように感じ

ます。今年度から直接市へ納付するシステムが導入されたと思いま

すが、それにより滞納は増えているのでしょうか。 

 

鳩岡教育長  松本所長。 

 

松本学校給食 

センター所長 

はい。30 年度の学校給食徴収金については、当初予算は前年の

11 月時点の児童生徒数をもとに計上しておりますが、その後 30 年

度の実際の児童生徒数は見込みより減ったため、今回の現年分減額

の大きな要因はその人数減となっております。 

滞納分の補正については、過去の滞納分について１月までに納付

があったため、今回増額で計上したものです。 

 

鳩岡教育長 30年度分の滞納は増えていますか。 

 

松本学校給食 

センター所長 

毎月は滞っている方でもまとめて納める場合もあり、年度が終わ

ってみないと確かなことは言えませんが、当初想定していたよりは

少ないように感じており、納付いただいていると考えております。 

 

鳩岡教育長 ほかにありませんか。 

菅原委員。 

 

菅原委員 総合スポーツセンタートレーニング機器更新について新規とな

っていますが、現在も市民の皆様が使っているものと思います。定

期点検などはされているものか、また前回はいつ更新したのかをお

尋ねします。 

 

鳩岡教育長 田口推進監。 

 

田口スポーツ 

推進監 

はい。まずは点検についてですが、年に２回行っております。 

また、平成４年に開業してから、トレーニング機器については少
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しづつ増やしてきております。今回、７種類９台のトレーニング器

具を更新する予定です。点検においても修繕が不可能というものに

ついて、今回更新することになります。平成４年以降、大規模な更

新は初ということで新規事業という形になっております。 

 

菅原委員 定期的に何年かごとに更新しているというものではなく、老朽化

も含めた更新であるということですね。 

 

田口スポーツ 

推進監 

今回は更新不可能である器具を整備するという形になります。 

 

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。 

 

  

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 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。 
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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。 

予定されていた案件については、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 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） 

３月２５日（月）午後３時３０分から開催したいと考えておりま

す。なお、その日は会議終了後、三者合同送別会が開催される予定

となっております。 

以上です。よろしくお願いいたします。 

 

鳩岡教育長 事務局より、３月２５日（月）午後３時３０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２５日（月）

午後３時３０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３１年第２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０４分 


