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令和３年第１回教育委員会定例会 会議録 

 

 

１ 日 時  令和３年１月２９日（金） 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。 

 

 ただいまから、令和３年第１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１２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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 １２月２８日（月） 

高田啓介氏絵画寄贈式について報告。 

１月３日（日） 

二戸市消防出初め式について報告 

１月７日（木） 

教育講演会について報告 

１月１３日（水） 

臨時校長会議について報告 

１月２７日（水） 

市勢功労者表彰伝達式及び昼食会について報告 

 

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「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 ＮＰＯ法人二戸市文化振興協会の組織について、どのような組織で

あるのか教えてください。 

 

鳩岡教育長 三上生涯学習課長。 

 

三上生涯学習課長 市内の芸術文化に携わる方々で構成され、平成 27 年に市立図書館

の窓口業務委託の際に設立した団体です。理事長は菅原氏、副理事長
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は舘林氏、そして、理事として門ノ沢氏、久慈氏、船場氏などの方々

がいらっしゃいまして、地元の芸術文化を支えていただいている方々

でございます。 

 

玉懸教育部長 私の方から、補足します。議案につきましては、１月 15日の市議会

臨時会で議決されたというものでございますが、この指定管理者の決

定までの経緯を説明いたします。まず、令和２年 11月 27日に第１回

審査会を開催しまして、５名の審査員の方々による審査を行いまし

た。構成員は、法人会代表、学校評議員、税理士、文化活動をされて

いる方、及び教育関係者であります。その後、12 月 18 日の第２回審

査会で第一候補者を決定しまして、12 月 25 日の庁内検討会議に諮り

ました。庁内検討会議においては、審査会の決定どおり決めることと

し、令和３年１月 15 日の市議会臨時会に議案を提出し、お認め頂い

たという流れでございます。 

 

鳩岡教育長 ほかにありませんか。 

 

槻舘委員 はい。 

 

鳩岡教育長 槻舘委員どうぞ。 

 

槻舘委員 二戸市文化振興協会以外の立候補者はあったのですか。 

 

鳩岡教育長 三上生涯学習課長。 

 

三上生涯学習課長 約１か月間公募しまして、３社に応募いただきました。 

決定しました二戸市文化振興協会の他は、文化会館の指定管理が始

まった最初の３年間委託しておりました株式会社ケイミックスの分

社化した「株式会社ケイミックスパブリックビジネス」と、現在委託

している「株式会社東北共立」に応募いただきました。 

 

鳩岡教育長 いずれも一度は指定管理を受けており、実績のある会社でありまし

た。これまでは、市外の会社だったものが、今回、市内の市民団体へ

委託することになり、市議会では全会一致で可決ということになりま

した。 

 

鳩岡教育長 ほかにありませんか。 

 

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 選定の決め手となった意見等どのようなものがあったのでしょう

か。私は、地元の市民団体への委託に賛成ではありますが、現行通り

に委託するのが安全のような気がしましたので、選考時のことを教え

てほしいと思います。 

 

三上生涯学習課長 二戸市文化振興協会が選定された理由は、芸術文化に関わる底辺の

拡大、世代を超えた交流のできる環境づくりや人づくり、その拠点と

なるのが文化会館であったらいいなとの熱い思いが審査員の方々の

評価を得たものでございます。 

 

鳩岡教育長 ほかにありませんか。 

 

槻舘委員 はい。 

 

鳩岡教育長 槻舘委員どうぞ。 

 

槻舘委員 この二戸市文化振興協会という団体は、特定非営利活動法人という

ことですが、この法人はいつからですか。 

 

三上生涯学習課長 平成 27 年に図書館の窓口業務委託をする際に設立した法人でござ

います。 

 

鳩岡教育長 ちなみに、図書館にはたくさんの職員がいますが、その中で二戸市

の正規職員は２人で、その他は会計年度任用職員１名と二戸文化振興

協会の７人の職員であります。図書館の評判が良くなっているのは、

この方々のにこやかな対応のお陰も大きく、二戸市文化振興協会の力

であります。 

 

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１号は原案のとおり承認いたしま

す。 
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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。 

 

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 柔道大会は、開催するとは限らないのでしょうか。 

 

三上生涯学習課長 感染状況を見ながら、中止もあり得ると聞いております。 

柔道大会の感染対策については、感染拡大防止に係る注意事項によ

って示されており、大会役員、審判、係員のマスク着用、過去２週間

以内の健康観察票の提出の義務付け、また、試合は無観客試合で行う

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。 

 

鳩岡教育長 予定されていた案件につきましては、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します。 

 

委員一同 なし。 

 

鳩岡教育長 ないようでしたら、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） 

２月９日（水）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、２月９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。 
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鳩岡教育長 それでは、第２回二戸市教育委員会定例会は、２月９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３年第１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２５分 

 

 

 


