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令和元年７月教育委員会定例会 会議録 

 

 

１ 日 時  令和元年７月２６日（金） 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、令和元年７月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。 

「令和元年６月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、字句の訂正がありましたら、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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 ６月２６日（木） 

二戸地区社会教育連絡協議会総会及び学習会について報告 

７月４日（木）～５日（金） 

 東北六県市町村教育委員会連合会教育委員・教育長研修会につい

て報告 

７月１７日（水） 

 来客（岩手日報社）について報告 

７月１８日（木） 

 来客（久保田順子氏）について報告 

７月２３日（火） 

 ゲートキーパー研修会について報告 

 青少年を犯罪被害から守る市民大会について報告 

７月２５日（木） 

 高齢者のための講演会について報告 

 

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。 

 

槻舘委員 よろしいでしょうか。 

 

鳩か教育長 どうぞ。 

 

槻舘委員 前にも申し上げましたが、こども新聞を配ることは非常に素晴ら

しい取り組みで、子ども達ないし保護者もそれに関心を寄せて、学

力向上まで直接結びつけなくても、子ども達の生き方なりに大きく

かかわるようなことだと思いますし大変良かったなと思います。反

応も非常に良くてこれが全員に広がればいいなと思っております。 

各学校ではどういう時間に取り組んでいるか、記事には朝活動の

時間にとありますが、朝活動の時間あるいは授業の中で、どのくら

いの時間を使って取り組んでいるのか、そういったところがもし分

かれば教えていただきたいと思います。 

 

鳩岡教育長 聞いている限りでは、ほとんどの学校が新聞の配布になる火曜日

の朝、朝活動の時間で使っているということでした。 

活用の仕方は全て学校に任せておりまして、初めから記事を切り

取る学校、まずは全体を読む学校、さまざまなやり方でやっている

ようです。やってみて、どういったやり方が子ども達にとって良い

のか、そこを研究しながら各学校の取組を持ち寄っていい方法を広

めていきたいと考えております。 

また、放課後に子ども教室で持ち寄って読んでいるとの話も聞い

ており、子ども達が新聞を広げて読む姿が見られるというのは非常
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にいい光景だと思っておりました。 

 

槻舘委員  保護者への影響も大きく、親自身も新聞を読むようになればいい

なと思っております。 

 

鳩岡教育長 よろしいでしょうか。他にありませんか。 

委員一同 なし。 

 

鳩岡教育長 ないようですので、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号及び議案第３号は、８月末まで非公開とされて

いる内容であり、その他の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２号及び議案第３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「二戸市教育委員会安全衛生管理規程の一部を改正する訓令」 

鳩岡教育長 日程第３ 議案第１号「二戸市教育委員会安全衛生管理規程の一

部を改正する訓令」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。 
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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。 

ありませんか。 

 

委員一同 なし。 

 

鳩岡教育長 それでは、質問が無いようですので、議案第１号「二戸市教育委

員会安全衛生管理規程の一部を改正する訓令」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。 

これより、非公開案件の審議に入ります。 

 

 

日程第４ 議案第２号「令和２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４ 議案第２号「令和２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２号の説明をお願いいたします。 

 

山火学力向上 

推進監 
 【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「令和２年度使用中学校教科用図書の採択について」 

 

鳩岡教育長 次に、日程第５ 議案第３号「令和２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３号の説明をお願いします。 

 



 6 

山火学力向上 

推進監 
 【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 次に日程第６ 報告第１号「二戸市教育委員会の後援・共催等に

ついて」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。 

 

菅原委員 すみません。 

 

鳩岡教育長 どうぞ。 

 

菅原委員 №３は二戸演劇協会のワークショップということですが、毎年開

催しているものでしょうか。またどういった内容か、一般の方に向

けたものかなど分かれば教えていただけますでしょうか。 

 

鳩岡教育長 佐藤課長。 

 

佐藤生涯学習 

課長 

はい。こちらの内容につきましては、対象は小学校３年生から高

校生までとして募ったもののようです。コミュニケーション能力の

向上のためのワークショップということで、講師を招いて行うよう

です。 

 

菅原委員 演劇協会さん独自でしょうか。 
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佐藤生涯学習 

課長 

実施主体は二戸市演劇協会で、二戸市若者元気づくり交付金とい

うものを活用して開催するものです。 

 

鳩岡教育長 そのほか、ありませんか。 

 

佐々木委員 はい。 

 

鳩岡教育長 どうぞ。 

 

佐々木委員 №13の主催団体である「特定非営利活動法人子ども＆教師銀河夢

サポート」とはどのような活動をされている団体でしょうか。 

 

鳩岡教育長 澤田課長。 

 

澤田教育企画 

課長 

未来を担う素晴らしい才能を秘めている子どもたちのために、特

別支援教育の知見を広げ教育関係者や保護者との連携を深めるこ

とを目的に活動している団体のようです。 

今回のメインの講師の杉山登志郎氏につきましては、福井大学子

どもの心の発達研究センター客員教授で発達障がいを持つ子ども

たちに関する著書も多数お持ちの先生のようです。 

 

鳩岡教育長 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。 

 

槻舘委員 はい。 

 

鳩岡教育長 どうぞ。 

 

槻舘委員 №９ですが、主催団体が地区小学校体育連盟とあります。そのう

ち相撲の大会は２つの大会を兼ねた大会ではありますが、主催団体

は相撲協会ではないかという認識です。それとも一緒になってやっ

ているのでしょうか。 

 

佐藤生涯学習 

課長 

はい。 

 

 

鳩岡教育長 佐藤課長。 
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佐藤生涯学習 

課長 

 相撲大会につきましては、これまで９月に地区小学校体育連盟が

行っていたものについて、連盟から、市内の小中学校相撲大会と併

せて行うことができないかという協議があり、調整し一緒に開催す

ることとなったものです。 

 別の主催団体の大会ではありますが、兼ねた開催であり共催依頼

はまとめて地区小学校体育連盟から出ております。 

 

鳩岡教育長 教職員の働き方改革の一環として、負担軽減のため大会を一つに

まとめたような意味合いもあると思います。 

 

槻舘委員 相撲大会の開催日が土曜日となっています。連盟の行う大会はこ

れまで平日と言うことで、連盟の主催する大会が土日と言うのは考

えにくいところです。 

どういう経緯で土曜日の開催となったのか、お分かりになります

でしょうか。 

 

佐藤生涯学習 

課長 

連盟の大会は、地区としながらも参加者はほぼ二戸市内の児童生

徒のみで、九戸村と軽米町からたまに参加があるが一戸町は参加し

ない、といった状況もあり、教職員が連盟として運営を行っていた

大会を、二戸市内相撲大会に寄せて、お祭りの中日である土曜日の

開催になったという流れです。 

 

槻舘委員 ここでお話しすることではないと思いますが、そうであれば、二

戸市の相撲協会に主催者を変更したほうが良いのではないかとい

う思いがあり、お話しさせていただきました。 

前々から、連盟の相撲大会の参加者が少なく規模が縮小している

状況があり、地区の大会と市の大会を一本化できないかという話は

出ておりましたので、一本化されたことはいいことだと思います

が、その主催団体が地区小学校体育連盟であることには少し違和感

を感じたというところです。 

 

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 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。 

 

鳩岡教育長 予定されていた案件の審議はすべて終了いたしました。 

ほかに何かあればお願いいたします。 

 

委員一同 なし。 
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鳩岡教育長 ここ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） 

８月２８日（水）午後２時００分から開催したいと考えておりま

す。なお、会場は選挙の関係で、シビックセンターのカルチャール

ームを予定しております。 

よろしくお願いいたします。 

 

鳩岡教育長 事務局より、８月２８日（水）午後２時００分からとの提案があ

りましたが委員の皆様はご都合いかがでしょうか。 

 

委員一同 

 

異議なし。 

 

鳩岡教育長 それでは、８月二戸市教育委員会定例会は、８月２８日（水）午

後２時００分から開催することと決しました。 

 

鳩岡教育長 以上で、令和元年７月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２４分 


