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平成３１年第４回教育委員会定例会 会議録 

 

 

１ 日 時  平成３１年４月２３日（火） 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 （３番） 

委員 菅 原 ゆかり （４番） 

委員 佐々木 千 穂 （５番） 

      ※玉川貴広委員（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 山 火 敏 幸 

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 上 柿   隆 

       

 

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４名であります。 

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３１年第４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３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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 ４月４日（木）～９日（火） 

市立小中学校入学式について報告 

４月１０日（水） 

 来客（西村美代子氏）について報告 

４月１２日（金） 

 平成３１年度「ことばの教室」開級式について報告 

４月１８日（木）～１９日（金） 

 第７０回東北都市教育長協議会定期総会・研修会について報告 

４月１９日（金） 

 二戸市役所部課長親睦会歓送迎会について報告 

 

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。 

 

「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。 

本日審議する、議案第１号「二戸市社会教育委員の人事について」

から議案第８号「二戸市芸術文化振興懇話会委員の人事について」

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８号までの議案に

ついては、非公開とすることと決しました。 

では、非公開案件の審議に入ります。 
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日程第３ 議案第１号「二戸市社会教育委員の人事について」 

 

鳩岡教育長 日程第３ 議案第１号「二戸市社会教育委員の人事について」を

議題といたします。 

議案第１号の説明をお願いいたします。 

 

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] 

 

 

日程第４ 議案第２号「二戸市立公民館運営審議会委員の人事について」 

 

鳩岡教育長 日程第４ 議案第２号「二戸市立公民館運営審議会委員の人事に

ついて」を議題といたします。 

議案第２号の説明をお願いいたします。 

 

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] 

 

 

日程第５ 議案第３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５ 議案第３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３号の説明をお願いいたします。 

 

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。 
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 [原案可決] 

 

 

日程第６ 議案第４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６ 議案第４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４号の説明をお願いいたします。 

 

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。 

 

鳩岡教育長 [原案可決] 

 

 

日程第７ 議案第５号「二戸市スポーツ推進審議会委員の人事について」 

 

鳩岡教育長 日程第７ 議案第５号「二戸市スポーツ推進審議会委員の人事に

ついて」を議題といたします。 

議案第５号の説明をお願いいたします。 

 

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] 

 

 

日程第８ 議案第６号「二戸市立歴史民俗資料館運営委員会委員の人事について」 

 

鳩岡教育長 日程第８ 議案第６号「二戸市立歴史民俗資料館運営委員会委員

の人事について」を議題といたします。 

議案第６号の説明をお願いいたします。 

 

山田文化財課長  【資料説明】 
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 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９ 議案第７号「二戸市シビックセンター運営協議会委員の人事について」 

 

鳩岡教育長 日程第９ 議案第７号「二戸市シビックセンター運営協議会委員

の人事について」を議題といたします。 

議案第７号の説明をお願いいたします。 

 

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] 

 

 

日程第10 議案第８号「二戸市芸術文化振興懇話会委員の人事について」 

 

鳩岡教育長 日程第 10 議案第８号「二戸市芸術文化振興懇話会委員の人事に

ついて」を議題といたします。 

議案第８号の説明をお願いいたします。 

 

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。 
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日程第11 議案第９号「市議会臨時会提出議案への同意について」 

 

鳩岡教育長 日程第 11 議案第９号「市議会臨時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９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。 

 

鳩岡教育長  ありませんか。 

 

委員一同  なし。 

 

鳩岡教育長 それでは、議案第９号「市議会臨時会提出議案への同意について」

は、原案のとおり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 ご異議ないものと認め、議案第９号は原案のとおり同意すること

と決しました。 

 

 

日程第 12 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 12 報告第１号「二戸市教育委員会の後援・共催等につい

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。 

ありませんか。 

 

佐々木委員 はい。 

 

鳩岡教育長 佐々木委員どうぞ。 

 

佐々木委員 №６の倫理経営講演会はどのような内容の講演会でしょうか。 
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鳩岡教育長 澤田課長。 

 

澤田教育企画 

課長 

はい。テーマは「大転換の時代－岐路に立つ－」として、一般社

団法人倫理研究所の法人アドバイザー 増田彰二氏が講演します。

「人として、経営者としてどうあるべきかを学び、日本創生に取り

組んでいくこと」を目的として行っているようです。 

 

鳩岡教育長 佐々木委員よろしいでしょうか。 

 

佐々木委員 はい。 

 

鳩岡教育長 ほかにありませんか。 

 

菅原委員 はい。 

 

鳩岡教育長 菅原委員どうぞ。 

 

菅原委員 №３のカシオペア青年会議所の講演会ですが、「ピコ太郎プロデ

ュース経験より」とありますがピコ太郎さんはいらっしゃるのでし

ょうか。 

 

鳩岡教育長 澤田課長。 

 

澤田教育企画 

課長 

はい。現在、各施設にポスターが張り出されたところですが、古

坂大魔王氏が講演するということで、ポスターには「ピコ太郎は出

演しません」と記載あります。 

 

菅原委員 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 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。 

 

菅原委員 はい。 

 

鳩岡教育長 菅原委員。 
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菅原委員 現在、岩谷橋の工事をしていますが、これまでと反対側の横断歩

道が通行止めとなりましたので、うちの会社のそばの横断歩道を渡

る児童生徒が増えました。交通量も多く心配しておりますが、子ど

も達への指導等はされているのでしょうか。 

  

鳩岡教育長 澤田課長。 

 

澤田教育企画 

課長 

学校からは気を付けるように指導していただいており、学校の先

生も朝の指導など対応いただいております。ただし、工事が終わる

までずっとというのは難しい状況です。 

市の交通指導隊の方については、人数的に対応が難しいとのこと

でそこには立っていただくことはできませんが、岩谷橋の交差点の

方で対応いただいております。 

県道で県が実施する工事となりますので、本日県へ連絡し、対応

を確認したところです。 

現在、交通整理員を１名、県で配置する対応をしておりますが、

工事が終わるまでずっと配置するのは難しいとのことでこれは連

休明けあたりまでとなります。その後については、道路上に表示を

するなどの対応を検討している、ということでした。 

 

菅原委員 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） 

５月２７日（月）午後２時００分から開催したいと考えておりま

す。よろしくお願いいたします。 

 

鳩岡教育長 事務局より、５月２７日（月）午後２時００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５回二戸市教育委員会定例会は、５月２７日（月）

午後２時００分から開催することと決しました。 
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鳩岡教育長 以上で、平成３１年第４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００分 


