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令和２年第１０回教育委員会定例会 会議録 

 

 

１ 日 時  令和２年１０月２７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 （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５５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。 

 

 ただいまから、令和２年第１０回二戸市教育委員会定例会を開会い

たします。 

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９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 

 １０月９日（金） 

九戸党慰霊祭・懇親会について報告 

１０月１６日（金）～ 

 二戸市戦没者追悼式について報告 

１０月２０日（火） 

 第２回二戸市教育振興基本計画策定委員会について報告 

 その他、岩手県市町村教育委員会協議会教育委員部会にご出席しま

した槻舘委員より報告願います。 

 

槻舘委員 １０月１４日（水） 

 岩手県市町村教育委員会協議会教育委員部会総会・研修会について

報告。（役員改選、情報交換会、視察研修について） 

 

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「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３ 議案第１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 はい。 

 

鳩岡教育長 菅原委員どうぞ。 

 

菅原委員 各施設の工事業者についてはどのように選定するのでしょうか。 

 

鳩岡教育長 澤田教育企画課長。 

 

澤田教育企画課長 工事業者は、入札により選定することを予定しております。 
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鳩岡教育長 ほかにありませんか。 

 

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  中学校の修学旅行支援補助金とは、市内中学校全校が該当になるも

のですか。 

 

鳩岡教育長 澤田教育企画課長。 

 

澤田教育企画課長 今回は、市内中学校全３校が対象になります。詳細としては、旅行

費用の企画料うち、キャンセルになった部分についてキャンセル料が

発生したため、その部分を補助するものです。補正額は３校合わせて

約 43万円です。 

 

玉懸教育部長  付け加えますと、このキャンセル料は１人あたり 1,600～2,300 円

かかるもので、本来保護者負担だったものを公費で負担するというも

のでございます。キャンセル料は契約書通り旅行代金の 2.5～3.0％と

なっておりますが、コロナの影響による変更ですので、保護者の負担

軽減を図る補正となります。 

 

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１号「臨時専決処理に関し承認を求めることにつ

いて」は、原案のとおり可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号は原案のとおり承認することと

決しました。 

 

 

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 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。 

 ありませんか。 

 

鳩岡教育長 明日開催予定の高齢者のための健康講演会は、講師はどなたになり

ますか。 

 

三上生涯学習課長 講師はお二人になります。 

音楽療法士の智田邦徳さんと脳トレ漫談師の福々亭ナミ子さんで

す。福々亭ナミ子さんについては、花巻出身の元県職員でありまして、

白い割烹着姿で講演いただくというスタイルの方です。 

 

鳩岡教育長  コロナ対策として、３密を避ける等の対策はどうなりますか。 

 

三上生涯学習課長  文化会館の中ホールで、１席ずつ空けて座り、参加者も地域ごとに

人数制限を設けて開催するものです。 

 

鳩岡教育長  ほかにありませんか。 

 

荒谷委員 はい。 

 

鳩岡教育長  荒谷委員どうぞ。 

 

荒谷委員  No４のうるしうるわし植樹祭については、二戸西小と仁左平小とあ

りますが、２校だけなのでしょうか。また、植樹場所は小学校という

ことになるのでしょうか。 

 

澤田教育企画課長  植樹する場所は大萩野地区の植栽地です。ここで行う植樹祭に小学

校の児童も参加してほしいということで、比較的近くの学校にお声掛

けしたという経緯でございます。従いまして、小学校に植樹するので

はなく、植樹自体は植栽地で行い、各学校ではうるしの学習会を行い、

漆に親しむというものです。 

 

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 ないようですので、報告第１号は説明のとおりといたします。 
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日程第７ 意見交換（最近の教育課題について） 

 

鳩岡教育長 それでは、最近の教育課題について、意見交換に入りたいと思いま

す。澤田教育企画課長より説明します。 

 

澤田教育企画課長 【岩手県立特別支援学校整備計画について説明】 

 

鳩岡教育長 これについては、足掛け 13 年、ようやく念願叶って示されたもの

ということで、ほっとしているところです。 

皆様におかれましてもこれまでの取り組みについてご理解ご協力

頂きまして、この場をお借りして御礼申し上げます 

1 日でも早い開校を目指し、整備できるよう市教委としても引き続

き取り組んでいきたいと思っております。 

何かご意見ご質問等あればお願いします。 

 

槻舘委員 はい。 

 

鳩岡教育長 槻舘委員どうぞ。 

 

槻舘委員 これまで長年にわたりご尽力されたと思います。計画のスケジュー

ルでは完成まで８年かかるということですが、在籍者数の減少等によ

りいざ建設というときになって二の足を踏むというような状況にな

らないか懸念しますがどうでしょうか。 

 

澤田教育企画課長 今のところはようやく計画案が見えたというところで、利用する児

童生徒数も一定程度見込まれての計画だと思いますので、変更される

ということはないものと考えております。 

 

槻舘委員 それにしても、８年もかかるものでしょうかね。非常に年月を要す

るものだなあと感じますが。 

 

玉懸教育部長  今般、令和 10 年度までのスケジュールが示されたわけですが、見

て頂きますと、既に執りかかっています釜石の移転工事が令和４年度

までとなっております。これをいくらでも早く完成させ、並行して二

戸の方も少しずつ前倒しで整備していくということで、県教委からお

話ししていただいておりますし、それを期待しているところでありま

す。従いまして、計画にあるように令和 10 年までかからずに完成す

るのではないかと考えますし、ここまで年月をかけ計画案に示された

という経緯を考えますと、計画の取りやめはないものと考えておりま

す。完成時期が伸びる可能性もほとんどなく、最長でも計画にある令

和 10年度までに完成するものと考えております。 
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鳩岡教育長 計画は計画として示されておりますが、令和５年度頃には基本構想

がまとまり、令和８年度頃の開校を望むところであります。今後も地

元県議や市長とも連携を図り、力を合わせて取り組んでいきたいと思

います。 

 

鳩岡教育長 次に、意見交換の二つ目に移ります。澤田教育企画課長より説明し

ます。 

 

澤田教育企画課長 【二戸市教育大綱について説明】 

 

鳩岡教育長 説明が終わりました。このことについては、次の総合教育会議で意

見交換を行う予定ですので説明のみにしたいと思います。 

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

田教育企画課長からお願いします。 

 

事務局（澤田教育企

画課長） 

１１月２４（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、１１月２４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１１回二戸市教育委員会定例会は、１１月２４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１０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４５分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


