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令和２年第１１回教育委員会定例会 会議録 

 

 

１ 日 時  令和２年１１月２４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１１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１０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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 １０月２９日（木） 

岩手県市町村教育委員会協議会教育長部会について報告 

１０月３０日（金） 

 県教委と市町村教委との意見交換について報告 

１１月７日（土） 

 槻蔭舎きぼう塾（蓑ケ坂トレッキング）について報告 

１１月１６日（月） 

 福岡工業高校との懇談会について報告 

 

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。 

 

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「二戸市教育委員会表彰の受賞者について」 

 

鳩岡教育長 日程第３ 議案第１号「二戸市教育委員会表彰の受賞者について」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 お一人、故人の方がいるようですが、故人でも対象になるものなので

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 はい。対象としております。 

今回、この方については、亡くなる前の功績について評価したもの

でございます。これまでの功績を称えるという意味では同じであると

考えております。 
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鳩岡教育長 ご覧のとおり、教育委員会表彰と言いましても、郷土芸能の分野に

限られております。この点について、玉懸教育部長から一言お願いし

ます。 

 

玉懸教育部長 もちろん、郷土芸能以外のさまざまな分野も規定はされています

が、近年は郷土芸能部門からの表彰者に限られてきている傾向にあり

ます。 

実は、この教育委員会表彰より先に国や県から表彰される方々がい

らっしゃいまして、先に表彰されますと教育委員会表彰の対象として

は適さないものと考えておりますために、この場に表彰対象として推

薦が上がってこないということがございます。 

しかしながら、やはり本来であれば他の分野からも広く表彰してい

きたいものです。今後は、市の市勢功労者表彰等との兼ね合いも含め

て、お時間をいただいたうえで、表彰基準を見直す機会を作って検討

していきたいと思います。 

 

鳩岡教育長 他にありませんか。 

 

槻舘委員 はい。 

 

鳩岡教育長 槻舘委員どうぞ。 

 

槻舘委員  １団体から２名推薦されている所がありますが、人数制限等はない

ものですか。また、候補者を見ますと、年齢基準もあるようですが、

基準の詳細についてどうなっているのか教えてください。 

 

鳩岡教育長 山田文化財課長。 

 

山田文化財課長 規定においては、表彰者の人数制限等の基準はございませんので、

現在のところ、制限は考えておりません。 

郷土芸能に関しては、若い世代からずっと続けてこられ、かなり功

績がある方々の多い分野となっています。70歳以上でも活動を続けら

れている方々もおられますので、対象となる方々を引き続き表彰して

いきたいと思っています。 

今回の郷土芸能分野の表彰区分についての基準は、年齢 70 歳以上

で芸歴 40 年以上というもので記載の８名が推薦されたということで

す。現状では、この基準で妥当と考えております。 

 

鳩岡教育長 よろしいでしょうか。 

この中で、名人表彰を受けるのはどなたですか。 
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山田文化財課長 はい。郷土芸能保存団体連絡協議会においても、教育委員会表彰と

同じ基準で、「名人表彰」という表彰を行っており、今年も例年同様

にこの８名が表彰されることが決まったところでございます。 

 

鳩岡教育長 他にありませんか。 

 

委員一同  なし。 

 

鳩岡教育長 それでは、議案第１号「二戸市教育委員会表彰の受賞者について」

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 議案第２号「市議会定例会提出議案への同意について」 

 

鳩岡教育長 日程第４ 議案第２号「市議会定例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。 

 

鳩岡教育長 特にありませんか。 

 

委員一同  なし。 

 

鳩岡教育長 それでは、議案第２号「市議会定例会提出議案への同意について」

は、原案のとおり承認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号は原案のとおり承認することと

決しました。 
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日程第５ 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５ 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６ 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。山火学力向上推進監より説明します。 

 

山火学力向上推進監 【学校生活アンケートの集計結果について説明】 

【問題行動・不登校調査結果の詳細について説明】 

 

鳩岡教育長 説明が終わりました。 

質問・意見等あればお願いします。 

 

委員一同  なし。 

 

鳩岡教育長 それでは、ないようですので、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） 

１２月２５日（金）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、１２月２５日（金）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。 
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鳩岡教育長 それでは、第１２回二戸市教育委員会定例会は、１２月２５日（金）

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１１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４６分 

 


