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令和元年８月教育委員会定例会 会議録 

 

 

１ 日 時  令和元年８月２８日（水） 午後２時００分 

 

 

２ 場 所  二戸市シビックセンター２階 カルチャールーム 

 

 

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 玉 川 貴 広 （２番） 

委員 佐々木 千 穂 （５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 

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５名です。 

全員出席しておりますので、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８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７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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 ７月３０日（火） 

天台寺本堂及び仁王門保存修理委員会について報告 

８月１日（木） 

 県北教育事務所との意見交換会・懇親会について報告 

８月２日（金） 

 第２回教育行政に関する点検及び評価等検証委員会について報告 

８月５日（月） 

 サテライト学習会 サマースタディについて報告 

 東京学芸大学 出口学長市長訪問について報告 

８月７日（水） 

 後期計画（県）の策定に向けた地域検討会議について報告 

８月８日（木） 

 夏期巡回ラジオ体操 みんなの体操会について報告 

８月９日（金） 

 二戸市議会臨時会について報告 

８月１９日（月） 

 中高生海外派遣研修 引率者打合せについて報告 

８月２７日（火） 

 県教育長みたけ分教室視察について報告 

 宮古地区教育委員会協議会視察、懇親会について報告 

 中高生海外派遣研修 事前説明会について報告 

 

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。 

 

菅原委員 すみません。 

 

鳩岡教育長 どうぞ。 

 

菅原委員 ７月の最初に指定管理候補者選定会議とありますが、これはどち

らの施設でしょうか。 

 

鳩岡教育長 これは、すでに指定管理を委託しているものについて、こちらが

指定したとおり１年間適正に管理がされたかを確認する会議でし

た。会議の名称は選定会議となっておりますが、実際はそういう内

容でした。 

 

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。 
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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。 

 

 

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。 

 

槻舘委員 はい。 

 

鳩岡教育長 どうぞ。 

 

槻舘委員 この報告書を９月議会に提出することについて、４月から今まで

時間がたっているように感じますが、もう少し早まらないものかと。

様々な理由があって今の時期だと思うのですが。 

 

鳩岡教育長 澤田課長。 

 

澤田教育企画 

課長 

はい。 

４月から年度が替わりますが、５月末に前年度予算の出納閉鎖と

なります。ここから報告書の作成に取り掛かりますので、６月議会

への提出は厳しいということで、９月議会への提出としています。 

 

鳩岡教育長 他の市町村はどうでしょうか。 

 

玉懸教育部長 ほとんどが９月議会だと思います。 

 

鳩岡教育長 槻舘委員のおっしゃる通り、年度内に事業のまとめをし、翌年度

の事業へ結果を反映させていくのが本来だと思いますが、行政の都

合によりそういった流れとなっております。 

ほかに何かありませんか。 

 

槻舘委員 評価がＣのものについて、Ｂへ引き上げるための手立てと言いま

すか、方向性を説明していただければと思います。 
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鳩岡教育長 では担当課長から順に説明願います。 

 

佐藤生涯学習 

課長 

はい。まず８ページの「ホームページ等による指導者情報の提供」

について、広報で枠を作ってもらい社会教育活動の団体の仲介を行

うことはできましたが、指導者情報の提供となるとそこまでの組み

立てができなかったという反省点があり評価をＣとしております。

どのような形で指導者情報を提供するかにつきましては、もう少し

検討を進めて、利用者が使いやすい形で提供できるよう進めて参り

たいと考えております。 

 次に、２１ページの中段「中央公民館整備の方向性の検討」につ

いてですが、文教施設指定管理等検討委員会において他の文教施設

とともに検討を行っておりますが、中央公民館だけでなく体育施設

や資料館など一体的な整備の必要性などもあり具体的な方向性の決

定には至らずＣといたしました。今後進捗状況をＢやＡに進めるた

めにはどういう手だてがあるか、そこから検討していきたいと考え

ております。 

 

山田文化財課長 ２６ページをお願いします。下から２段目の「日本遺産申請事業」

についてですが、令和元年度の認定を目指し平成３０年度中に申請

することを目標に取り組んでまいりましたが、八幡平市との協議が

整わず、調整がつかず３０年度中の申請を断念したということでＣ

といたしました。現在、令和２年度の認定に向けて申請の取り組み

をしております。順調に進めているところですので、今年度の事業

については評価も上げられると考えております。 

 

佐藤生涯学習 

課長 

次に３０ページをお願いいたします。「スポーツ施設整備基本構

想の策定」についてですが、先ほども申しあげましたとおり、文教

施設指定管理等検討委員会において整備・改修についての検討は進

めておりますが、やはり予算がつかなかったり順調にいかなかった

りと検討にとどまっております。また、新たなカーリング施設に関

しましては庁内検討委員会を開催したり、外部からご意見を頂いた

りしておりますが、そこにとどまっておりまして、まずは課題解決

に向けて検討を進めていきたいと考えております。 

 

鳩岡教育長 Ｃ評価について説明をいたしましたが、説明を受けてさらにご質

問等あればお願いいたします。 

 

槻舘委員 先ほどの「日本遺産申請事業」について八幡平市との協議が整わ

なかったとのお話でしたが、差支えなければその整わなかった理由

についてお話しいただければと思います。 

 

鳩岡教育長 山田課長。 
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山田文化財課長 はい。この日本遺産の認定ですが、二戸市単独の申請ではなく、

シリアル型と言いまして、隣でなくてもいいのですが複数の市町村

が絡んで申請するという形で考えておりました。 

そこで安比川流域、安比川を中心とした漆の文化と言うことで進

めて参りました。八幡平市とは何度か協議を進めてまいりましたが、

なかなか日本遺産としてのストーリーだけではなくてその後どうい

った地域づくりをしていくかといったところまで含んで申請をする

ことになりますので、そういった部分でなかなか煮詰まらなかった

ことから最終的な申請まで持っていけなかったという状況です。 

 

鳩岡教育長 ほかにありませんか。 

 

菅原委員 先ほど、生涯学習課長からご説明をいただいて、たまたまだとは

思いますが生涯学習課の部分でＣ評価が多いということで、教育委

員会としてはどうしても学校教育という分野に主を置く形かと思い

ますが、たとえばＣ評価とかＢ評価という評価が出た後で、全体と

してどのようにご助言していただく機会があるのか、教育委員会全

体として共有をしているのか、担当だけに責任が行っていないかと

心配になったもので、いかが処理なさっているのかお伺いしたいと

思います。 

 

鳩岡教育長 では、教育部長。 

 

玉懸教育部長 はい。まず、３０年度の事業についてＣ評価が４項目と言うこと

で、昨年度はＣ評価がいくつあったのかと言いますと１０項目ござ

いました。教育委員会全体といたしましては改善傾向にあると捉え

ております。 

全体で７８事業あるなかで、今回についてはたまたま生涯学習分

野が目立つような形で、改善できなかったということになりますが、

これは単に生涯学習分野と言うことではなく、公民館など文化施設

の部分と体育施設の部分が実は連動しております。長嶺地区の文教

施設の今後の在り方ということで、しばらく前から教育委員会のみ

ならず、市全体で今後どうしていくのかということの道筋をつけな

ければならないということになっていながら、実はなかなかはっき

りと方向性を示せない状況下にあるのが現実です。ある施設をどの

ような形で残していくのか、手を加えて残すべきなのか、もしくは

スクラップアンドビルドの考えで新たな施設ができた際にはそちら

に他の役割を担ってもらい、壊していくものも壊していく考えが必

要ではないか。庁内の検討会は昨年度２回、そのほか教育部内でも

それに向けた検討を進めてきたわけでございますが、なかなかその

結論に至らず、方向性を示せなかったゆえのＣ評価ということであ

ります。 

今後につきましては限られた財源の中で、どのように施設等の在
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り方を考えていくのかについて、今年度についても検討会開催して

おりますけれども、中央公民館に限らず、石切所地区では区画整理

の関係から石切所公民館のあり方についても話が出てきておりま

す。各課またぎながら、今後の公共施設等の在り方を検討進めてい

るところでありますので、評価とすればそのような形となりますけ

れども、ご理解いただければと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

 

菅原委員 理解できました。ありがとうございます。 

 

鳩岡教育長 ほかにありませんか。 

 

槻舘委員 芸術文化の振興というところで、評価委員の堀内委員から「草が

生えているところもあるし手入れされているところもある」という

意見があったようですが、その維持管理という部分について市が行

っているのか、あるいはボランティアなのか、そのあたりをお伺い

したいのですが。 

 

鳩岡教育長 山田課長。 

 

山田文化財課長 はい。堀内委員から質問があったのは、実は今年度分の維持管理

の状況でございます。九戸城の維持管理につきましては、実は昨年

度と取り扱いが違っておりまして、昨年度は直営で維持管理してお

りました。今年度については、維持管理の部分をシルバー人材セン

ターに委託しております。堀内委員から意見を頂いた部分について

は、委託業者と調整を行いながら進めていくということでお答えし

たところです。 

そのほか、今年度は岩谷橋の工事をしている中舘建設さんがお盆

の時期、少し手が空いた時期にボランティアで草刈り作業をしてく

れまして大変きれいに石垣も見えるようになっております。そうい

ったご協力をいただきながら維持管理をしてまいりたいと考えてお

ります。 

 

玉懸教育部長 中舘建設さんのボランティアについては、９月１日号の広報にも

掲載される予定ですのでご覧ください。 

 

槻舘委員 今後、大きな企業でなくても、個人の協力を得ながら維持管理し

ていければいいのではないかと思い質問をさせていただきました。 

 

山田文化財課長 はい。九戸城はやはり広大な面積を維持管理しなければならない

ということもありますので、地域の住民の方々からはこれまでゴミ

拾いとかお手伝いして頂いておりますし、ある町内会からは草刈り

などできることあるのかなとお話をいただいているところではあり
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ます。そういった協力を得ながら、委託やあるいはお任せできると

ころはお願いしながら考えて進めて参りたいと思います。 

 

鳩岡教育長 昨日の宮古地区教育委員会との懇親会の中でも、九戸城を視察し

て大変すばらしかったと、維持管理はどうされているのかとお話が

あったところです。 

そのほかありませんか。 

 

槻舘委員 もう一つお伺いしたいのですが、２３ページの「郷土芸能保存団

体の育成」についてですが、後継者不足を非常に危惧しておりまし

てこれが最大の課題だと思います。教育委員会として何ができるの

かと思うわけですが、財政的な支援以外に後継者を育成することに

ついて何か考えていることがあれば教えていただきたいと思いま

す。 

 

山田文化財課長 後継者不足は難しい問題で、団体によってもどういった後継者が

必要かというのはそれぞれいろいろと複雑にあります。団体によっ

て後継者を見つけてうまくいっているところはありますし、いろい

ろな研修の場でほかの団体の例を見に行くなどしながら、先進事例

を地元の団体につなげていければと考えております。 

 

鳩岡教育長 そのほかよろしいでしょうか。 

 

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 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 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４ 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。 
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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。 

 

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。 

 

鳩岡教育長 なければ、ここで教育企画課長より説明があります。 

課長どうぞ。 

 

澤田教育企画 

課長 

本日の定例会の開催にあたりまして皆様へお送りした招集通知

では、もう１件、補正予算についての同意の議案を提出する予定と

しておりました。 

しかしながら、補正額の一部に変更が生じる可能性がありまし

て、予算額が確定できておりません。このため本日の提案を見送る

ことといたしました。 

この予算については、決まり次第、教育長による臨時専決処理を

行い、来月の定例会にてご報告する予定ですのでご了承願います。 

なお、現時点で決まっている補正予算の内容を資料としてお配り

しておりますので、これから簡単に説明いたします。 

【資料説明】 

 

鳩岡教育長 ただいま説明された内容につきましてご質問などありましたら

お願いします。 

 

委員全員 なし。 

 

鳩岡教育長 それでは次回改めて、教育長臨時専決処理として承認をいただき

たいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

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） 

９月３０日（月）午後２時００分から開催したいと考えておりま

す。なお、この前後は市議会の開催期間中であり、日程の状況によ
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っては、時間の変更等をお願いする可能性もありますが、その場合

は決まり次第すぐお知らせ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、９月３０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、９月二戸市教育委員会定例会は、９月３０日（月）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８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４５分 


