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令和２年第８回教育委員会定例会 会議録 

 

 

１ 日 時  令和２年８月２４日（月） 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１時５６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８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７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。 



 3 

 ７月３０日（木） 

高校再編後期計画の策定に向けた地域検討会議④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「教育に関する事務の管理及び執行状況に関する点検及び評価

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状況に

関する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。 

 

槻舘委員 はい。 

 

鳩岡教育長 槻舘委員どうぞ。 

 

槻舘委員 ５つに分けてお話しします。 

① 図書関連について。 

ブックスタート、おはなしデビュー、こども新聞等すばらしい

取り組みが多いと思います。成果が出るまでは時間がかかるか

もしれませんが、続けてほしいと期待しています。 

② 入場者数等の数値目標について。 

文化祭や郷土芸能祭、芸術鑑賞、市民文化会館利用者数の数値

目標が高かったせいか、もう少しのところで「Ｂ」評価になっ

ているのが、残念との感想を持ちました。 

③ 評価を「Ｂ」から「Ａ」にしても良いと思った項目について。 

「郷土教育の推進」、「学校保健の推進」、「育英資金貸与事

業」、「芸術文化団体の育成」については、判断基準等あるか

と思うが「Ａ」評価にしても良いと思いました。 

④ 後継者不足の諸問題について。 

各種サークル指導者や郷土芸能保存団体の後継者不足につい
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ては、市教委として何ができるか難しい問題だと思うが、知恵

を出し合って進めていくことが今後の課題になると感じまし

た。 

⑤ その他の質問等について。 

・学力向上推進事業について 

学力調査で無回答の割合が減っていることはこれまでの成果

だと評価できることだと思います。また、小・中学校の学習取

組の相互理解を深めるように研究授業等を行うことが重要と

考えますが、現在の取り組みを教えてほしいです。 

・不登校児童への指導について 

不登校の実人数は減っているのではないかと感じているが、学

校・男女比等内訳が分かれば教えてほしいです。 

・スポーツ施設整備基本構想の策定について 

文教施設指定管理等検討委員会を開催できなかった理由を教

えてほしいと思います。 

以上、意見・感想です。 

 

鳩岡教育長 次の質問へ移る前に事務局から確認します。 

この点検評価検証委員会から提出されております議案内容は、こ

この教育委員会定例会の場で意見等頂いて、内容を修正すること

はできるものでしょうか。 

 

澤田教育企画 

課長 

 この場で議案内容について変更することはできません。変更の必

要があるときには、再度検証委員会を開催することになります。 

 ご意見はご意見として承り、今後の参考にさせていただきたいと

思います。 

 

鳩岡教育長  槻舘委員、よろしいでしょうか。 

 

槻舘委員 分かりました。 

この議案は、検証委員会での決定事項だと思いますが、この場で

我々は質問・意見を行い、回答いただけるということでよろしいで

しょうか。 

 

澤田教育企画 

課長 

はい、頂いたご質問・ご意見に対しては説明いたします。 

 

鳩岡教育長  ただいま頂きました質問・意見について資料の準備をします。 

 まとめて回答いたしますので、次の質問をお願いします。 

 

菅原委員 はい。 

 

鳩岡教育長 菅原委員どうぞ。 
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菅原委員 毎年変わらない項目で評価しており、項目によってはその評価を

判断しやすいものもあると考えますが、その他の、例えば虐待やネ

グレクトのような問題はどのように判断していけるものでしょう

か。併せて、施策・項目は変更することは可能なのかどうか教えて

ください。 

それと、検証委員からの意見という資料の中で、裁判所の場所に

資料館を移転する計画があるようでしたが、内容について分かる範

囲で教えてください。 

 

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 

 

では、ご質問へ順次回答いたします。 

澤田教育企画課長からお願いします。 

 

澤田教育企画 

課長 

槻舘委員のご質問からお答えします。 

① につきましては、高い評価をいただけるということで、大変あ

りがとうございます。ご意見として承ります。 

② の数値目標の設定に対する評価については、生涯学習課長か

らご説明します。 

 

三上生涯学習 

課長 

はい、この数値目標について、私どもといたしましても見直す必

要があるものと考えておりました。この数値目標は５年前に策定し

た教育振興基本計画の中で設定した目標値であり、５年間変更でき

ないものでございます。ちょうど今年度、次期策定時期でございま

すので、評価するときのことも考慮した内容に改良するよう検討を

進めることにしております。貴重なご意見ありがとうございまし

た。 

 

澤田教育企画 

課長 

次に③についてです。 

点検・評価の検証は、資料６ページにあります評価基準に基づい

て判断しております。数値目標のあるものは、良い取り組みができ

ても数値目標値比が「100％以上」でないとＡ評価とつけることがで

きないものでございます。 

また、数値目標がないものでも、他の項目との均衡を考慮し、達

成状況を評価しております。 

委員ご指摘の４項目につきましてもこのような基準で評価した

ものでございます。 
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玉懸教育部長  次に④の後継者不足についてです。 

 社会教育団体（各種サークル）のご案内については、全体的にホ

ームページによる周知を図っております。その他、指導者の育成・

発掘として様々な団体や個人へお声掛け等行っておりますが、個人

的な趣味の域だということで、サークル活動としてお引き受けいた

だけないというようなケースもありました。このような中で、市教

委としてどのように関わっていくかは、非常に悩ましいところであ

ります。とはいえ、様々な場面において密に連携を図っていく中で

問題をクリアしていけるよう、その状況に注視しながら取り組む必

要があるものと考えております。 

 郷土芸能保存団体の後継者不足につきましても、まさに委員ご指

摘のとおり、市教委として何ができるかということですが、児童生

徒の参加あってこその活動も多いことと考えております。従って、

当然学校現場との連携・協力が必要になってくるものであり、併せ

て団体と意見交換等行いながら取り組んでいるということでござ

います。 

 

澤田教育企画 

課長 

次にその他の質問等について、山火学力向上推進監より 

お答えいたします。 

 

山火学力向上 

推進監 

はい。学力向上対策についてお答えします。 

無回答の割合が少なくなってきたことは我々も成果を感じてい

るところであり、今後も継続して取り組んでまいります。 

小中連携については、今年度、中学校区ごとに合同研究会を行う

よう各中学校区へお願いしております。現時点で、金田一中学校区、

浄法寺中学校区は開催、福岡中学校区は未定となっております。 

また、校内研究会は各校で行われており、各校へ周知しお互いに

参加し合って研修するよう勧めているところです。 

研修会・会議においても、中学校区ごとにグループ協議を取り入

れて行うなど工夫しておこなっております。 

次に、新入生学調ですが、小学校の３学期・中学校の４月の取り

組み時期について、この時期が卒業式や入学当初の行事等で多忙で

あることから改善を図るようにお願いをしているところです。 

小中連携は非常に重要であることから、今後も手を尽くして取り

組んでいきたいと考えております。 

次に、生徒指導の項目の中で、不登校者数の推移についてです。 

過去数年間の推移を見ますと、小学校中学校ともに減少傾向であ

り、各校の内訳は資料記載のとおりです。 

また、不登校の出現率は、資料記載の国と県の最新データがＨ30

年度の数値となっておりますが、参考までにご確認ください。槻舘

委員ご指摘のとおり、目標数値には届いていないものの国や県と比
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較すると低い出現率となっております。今後、教育振興基本計画策

定の目標値設定の際には国や県の数値等も参考にしていきたいと

考えております。 

 

澤田教育企画 

課長 

次に、中央公民館整備ついて、生涯学習課長から説明します。 

 

 

三上生涯学習 

課長 

中央公民館の今後の施設使用について、内部協議にとどまってし

まった経緯ですが、前の総合計画策定の時に長嶺の文教施設（体育

館・公民館・資料館）を一体的に検討していくということで進めて

おりました。その中で、石切所公民館基本設計検討時に、併せて今

後の中央公民館のあり方についても協議を進めていくということ

でしたが、具体的な方向性が定まらなかったということで内部協議

にとどまったとございます。 

またスポーツ施設整備の項目の中のスポーツ施設整備基本構想

の策定について、文教施設指定管理等検討委員会を開催できなかっ

たということですが、これは、修繕やカーリング施設整備を含めた

内部検討会議は開催しましたが、今後の方向性を具体的に決定する

ところまで進められなかったということでございます。 

 

鳩岡教育長 次に菅原委員からのご質問に対しての回答をします。 

山火学力向上推進監。 

 

山火学力向上 

推進監 

虐待やネグレクトのような問題についてですが、 

この内容につきましては、福祉の担当ということで、具体的な数

等を把握しているのは子育て支援課でございます。 

しかしながら、実際に児童生徒における虐待やネグレクトを発見

するのは担任や養護教諭が多いことと思います。怪我、痣、また日

常会話の中からの気づき、実情を把握できる立場ということで大き

な役割がありますので、福祉の担当と情報共有しながら適切に取り

組んでいるということでございます。 

 

鳩岡教育長 今後、このような内容について、点検・評価すべき項目の中に入

れて検証していくことはどうでしょうか。 

 

山火学力向上 

推進監 

教育振興基本計画策定の際にどのように盛り込めるか、ご意見を

活かして検討してまいります。 

 

山田文化財課長 次に、裁判所の場所に資料館を移転する計画の件ですが、 

裁判所が九戸城の入り口にあたりまして、九戸城跡整備基本計画

に従って整備を進めているところでございます。その中で資料館も
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併せて整備していくことはどうかとの案があり、やはり裁判所の移

転が課題になってくるということで、協議を進めているところでご

ざいます。現在は協議段階であるということです。 

 

鳩岡教育長 ほかにありませんか。 

ないようであれば、一言付け加えます。 

不登校者数等の資料については内部資料ですので回収します。 

以前には市議会で資料要求等ありましたが、個人情報保護の観点

から児童生徒への配慮として、このような資料は提出しないという

ことで対応しているものでございます。 

また、評価していただきましたブックスタートについては、元々

は旧浄法寺町が盛んに取り組んでいたもので、旧二戸市では取り組

んでいなかったものなので、合併の効果でここまできたものだとこ

の機会にご紹介いたします。 

 

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状況に

関する点検及び評価について」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１号は原案のとおり同意すること

と決しました。 

 

日程第４ 議案第２号「臨時専決処理に関し承認を求めることについて」 

 

鳩岡教育長 日程第４ 議案第２号「臨時専決処理に関し承認を求めることに

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。 

 

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。 

 

荒谷委員 はい。 

 

鳩岡教育長 荒谷委員どうぞ。 

 

荒谷委員 コロナ対応におけるサーマルカメラ設置について、１台あたりの

単価を教えてください。 
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澤田教育企画 

課長 

サーマルカメラ設置については、設置型とハンディ型がありまし

て、１度に数人ずつ判定できる設置型では１台 110万円、それより

小型のハンディ型では１台 33万円での予算計上となっております。 

 

鳩岡教育長 体温計の方も説明してください。 

 

澤田教育企画 

課長 

はい。サーマルカメラの他に非接触体温計も計上いたしました。 

これにつきましては、１個約１万円です。この体温計の学校配付

数は、現時点では各校１個ですが、納品待ち状態なので納品されま

したら学級ごとに配付することとしております。 

 

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「臨時専決処理に関し承認を求めることに

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２号は原案のとおり可決いたしま

す。 

 

日程第５ 議案第３号「市議会提出議案への同意について」 

 

鳩岡教育長 日程第５ 議案第３号「市議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３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 それでは、議案第３号「市議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。 
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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３号は原案のとおり同意すること

と決しました。 

 

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 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。 

 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。 

 

日程第７ 意見交換（最近の教育課題について） 

 

鳩岡教育長 前回から諸課題について様々な意見交換を行う場を設定いたし

ましたので、ご意見等を出し合って情報共有したいと思います。 

それでは、先に澤田教育企画課長より説明します。 

 

澤田教育企画 

課長 

【新型コロナウイルス感染症の対応について説明】 

鳩岡教育長 今回は、事なきを得たケースの説明ということでしたが、今後も

対応の流れを確認しながら進める教訓となったと思います。 

このことについて、何かご意見ご質問等ありますでしょうか。 

 

委員一同 なし。 

 

鳩岡教育長 それでは、引き続き日本遺産について山田文化財課長から説明し

ます。 

 

山田文化財課長 【日本遺産について説明】 

 

鳩岡教育長 説明が終わりました。 

このように一つ一つの事象がストーリーの中でまとめられて、日
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本遺産の最後の募集に間に合って認定されたということでござい

ました。この後の事務等については総合政策部に移管されるという

ことで、教育部で議題に上がることも最後かと思います。 

ご意見ご質問等ありますでしょうか。 

 

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：澤

田課長からお願いします。 

 

事務局（澤田 

教育企画課長） 

９月２９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、９月２９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９回二戸市教育委員会定例会は、９月２９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８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２２分 


