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令和２年第４回教育委員会定例会 会議録 

 

 

１ 日 時  令和２年４月２２日（水） 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 （２番） 

委員 佐々木 千 穂 （４番） 

委員 荒 谷 直 大 （５番） 

     ※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 三 上 敬 子 

図書館長 畑 本 啓 子 

文化財課長 山 田 善 之 

学校給食センター所長 小野寺 一 夫 

       

 

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 主任 國分 知子 

 

 

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名であります。 

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２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。 

「令和２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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 ３月２４日（火） 

岩手日報社代表取締役社長との来庁時には、学校でのこども新聞

の活用について、二戸市の後に続き九戸村でも活用開始したとのこ

とで、お褒め頂いた。 

３月３１日（火） 

菅原孝平先生（二戸歴史民俗資料館館長）の退任について報告 

４月１日（水） 

 新採用教職員の辞令交付式等について報告 

新採用の中に東京から赴任した者があり、2 週間自宅アパートでの

待機をした。初日には間に合わなかったがその後元気に勤務してい

る。 

４月１５日（水） 

 二戸市文化会館館長の退任について報告 

  

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解嘱及び委嘱

について」から議案第４号「二戸市立歴史民俗資料館運営委員会委

員の解嘱について」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。 
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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４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。 

 

日程第３ 議案第１号「二戸市社会教育委員の解嘱及び委嘱について」 

 

鳩岡教育長 日程第３ 議案第１号「二戸市社会教育委員の解嘱及び委嘱につ

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。 

 

三上生涯学習 

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解嘱及び委嘱について」 

 

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解嘱及

び委嘱について」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。 

 

三上生涯学習 

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「二戸市浄法寺文化交流センター運営委員の委嘱について」 

 

鳩岡教育長 日程第５ 議案第３号「二戸市浄法寺文化交流センター運営委員

の委嘱について」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。 

 

三上生涯学習 

課長 
 【資料説明】 



 5 

 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６ 議案第４号「二戸市立歴史民俗資料館運営委員会委員の解嘱ついて」 

 

鳩岡教育長 日程第６ 議案第４号「二戸市立歴史民俗資料館運営委員会委員

の解嘱について」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 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７ 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。 

 

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。 

 

槻舘委員 はい。 

 

鳩岡教育長 槻舘委員。 
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槻舘委員 コロナで皆さん大変な思いをしていると思う。身近なところで、

教育関係者からコロナが発生した場合はどうする予定なのでしょ

か。 

  

鳩岡教育長 澤田課長。 

 

澤田教育企画 

課長 

４月３日付けで教育長から各小中学校長あてに通知しているが、

４パターンを想定している。一つ目は、県内（二戸市以外）で発生

した場合。３密の環境回避を徹底し、クラブ活動は良いが、対外試

合等は禁止とする。二つ目は、二戸市内の一般市民に発生した場合。

学校は通常通り行い、状況により学級・学年・学校閉鎖を検討する。

三つ目は、保護者に発生した場合。接触している児童生徒は出席停

止、状況により学級・学年・学校閉鎖を検討する。その児童生徒の

在籍する部活動は活動停止し、それ以外は状況判断とする。四つ目

は、児童生徒や教職員に発生した場合。県教委・文科省と連携を図

り、学校閉鎖、部活動停止とし、学校の消毒作業を行う。このよう

な通知でございます。 

 

槻舘委員 では、市内全校閉鎖ということはないのですね。 

 

鳩岡教育長 玉懸教育部長。 

 

玉懸教育部長 

 

今後は刻々と変わる情勢を見極めながらとなりますが、想定パタ

ーンについても都度検討し、備えていきたいと考えております。 

 学校の休業に関しても保健所からの通知等がない中で判断して

いるところであります。今後も最終的な判断においては、保健所や

県の保健衛生部局との連携を密に進めていくことになります。 

 

鳩岡教育長 ほかに、何かあればお願いいたします。 

 

菅原委員 はい。 

 

鳩岡教育長 菅原委員。 

 

菅原委員 学芸大学連携事業や、海外派遣事業については今のところ予定通

り進める方向なのでしょうか。 

 

鳩岡教育長 山火学力向上推進監。 

 

山火学力向上 

推進監 

学芸大学連携事業については、研修内容・研修時期によって考え

ていくことにしていますが、現時点で決まっていることは、夏休み
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のサテライト学習会（防災教育）の中止です。 

 

鳩岡教育長 中高生の海外派遣事業については、澤田教育企画課長。 

 

澤田教育企画 

課長 

中高生の海外派遣事業については、未定ではありますが 1月 

開催なので今後の状況判断により決めていくこととしています。 

 

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２６日（火）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２６日（火）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２６日（火）

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２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２時４８分 


