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令和３年２月教育委員会定例会 会議録 

 

 

１ 日 時  令和３年２月９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名です。 

全員出席しておりますので、会議は成立しています。 

 

鳩岡教育長 ただいまから、令和３年２月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 はじめに会議録の承認を行います。 

「令和３年１月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、字句の訂正がありましたら、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。 

今回は、前回定例会から間もないため、教育長一般報告は記載の
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とおりといたします。 

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「令和３年度教育施政方針要旨について」 

 

鳩岡教育長 日程第３ 議案第１号「令和３年度教育施政方針要旨について」

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  要旨の前段の終わり部分「新型コロナウイルス感染症拡大等に

より～」の部分を要旨全体の一番最後あたりに持ってくるとまと

まりが良いように感じました。 

 

鳩岡教育長 

 

 確かにその方が納まりが良いかもしれません。これについては

再考しますので事務局にお任せいただきたいと思います。 

 

槻舘委員  分かりました。 

それと、質問です。コミュニティ・スクールの分野で出てきま

す「地域学校協働活動推進員」と「コーディネーター」の違いは

どういうものでしょうか。 

 

鳩岡教育長  この部分につきましては後ほど説明する予定にしておりました

ので、次に進めさせてください。 

 

鳩岡教育長  ほかにありませんか。 
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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  九戸城跡整備事業の中にある「多くの市民らに～」の記述です

が、複数形「ら」の表記は無くても良いのではないかという感想

を持ちました。 

 

玉懸教育部長  山田文化財課長。 

 

山田文化財課長  はい。 

 今回に記載についてですが、市民歴史講座を開いておりまして、

市民だけに限らず県内外からも多くの方々に参加いただいている

ということで、このようにしたものであります。 

 

鳩岡教育長  「市民ら」は新聞記事等で良く使われるものでありますが、私

は、どちらかというと委員の意見に賛成します。「市内外の皆様」

などの表現があるかと思いますので、これも再考しますので、事

務局にお任せいただきたいと思います。 

 

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「令和３年度教育施政方針要旨について」

は、一部の修正を事務局にお任せいただき、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１号は原案のとおり可決いたし

ます。 

 

 

日程第４ 議案第２号「二戸市教育振興基本計画について」 

 

鳩岡教育長 日程第４ 議案第２号「二戸市教育振興基本計画について」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。 
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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。 

 

槻舘委員  はい。 

 

鳩岡教育長  槻舘委員どうぞ。 

 

槻舘委員  ５ページ（２）の人間関係の希薄化や核家族化～」の「化」はい

らないのではないか、また、（３）の２段落目、「活動団体の育成、

芸術文化に親しむ機会の提供や活動拠点～」を「活動団体の育成や

芸術文化に親しむ機会、活動拠点～」と直したほうが良いのではな

いかと思いました。 

 次に、９ページのの現状と課題の冒頭部分です。「少子高齢化の

進展や児童生徒数の減少」を「少子高齢化の進行～」にするか「少

子高齢化や児童生徒数の減少」にした方が良いと思いました。 

 次に、15 ページにある抜粋写真はもう少し新しいものがないで

しょうか。 

 次に、31 ページ現状と課題の２段落目、「情報化、国際化、少

子高齢化の進展、地縁的な繋がり～」を「情報化・国際化の進展、

少子高齢化や地縁的な繋がり～」にした方が 

 次に、35 ページの今後の方針と取組の最後部分が、修正対比表

と違っていたというものでした。 

 次に、37 ページの現状と課題、最後の段落の文末です。「20 年

以上経過したため、施設の維持～」ではなく、「20 年以上経過し

たため、適切な資料の維持管理を行う等、安心して～」の方が言い

たいことが伝わると思います。 

 最後に、43 ページの主な事業の一つ目です。「文化財保護事業」

とありますが「文化財保護活用事業」とならないのか。文章の中で

保護・活用という言葉が多くあるので、事業名にも反映するものか

どうか気になりました。 

  

鳩岡教育長  最後の文化財保護事業については、山田文化財課長。 

 

山田文化財課長  はい。これは予算書上の事業名をそのまま使用しているものであ

ります。 

 

槻舘委員  分かりました。 

鳩岡教育長  では、順にお答えいたします。 

 まず 15 ページの抜粋写真ですが、これに勝るものはないと思っ
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ておりますので、載せるか否か、二つに一つと思っておりますがい

かがでしょうか。 

 

菅原委員  問題ないかと思います。 

荒谷委員  ないよりはあった方が良いと思います。 

 

佐々木委員  よろしいかと思います。 

 

槻舘委員  それくらい良いものであれば、そのままということで、分かりま

した。 

 

鳩岡教育長  そのほかにつきましては、事務局で再度見直し修正して参ります

ので、よろしくお願いしたいと思います。 

 特にこの場でコメントすることがあればお願いします。 

 

澤田教育企画課長  はい。 

 まずは、原案と新旧対照表の整合性が取れていなかったこと、申

し訳ありませんでした。指摘事項につきましてはもう一度修正等い

たしますのでよろしくお願いいたします。 

 

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。 

 

菅原委員  前回の計画では「二戸市教育大綱」が一番始めのところに構成さ

れていたと思いますが、今回、後ろに持ってきたというのはどんな

理由からでしょうか。 

 

鳩岡教育長  澤田教育企画課長。 

 

澤田教育企画課長  この件につきましては、長畑副主幹よりお答えいたします。 

 

長畑副主幹  はい。 

 委員のおっしゃる通り、前回の計画においては、開いてすぐのペ

ージに記載しておりましたが、二戸市教育振興基本計画ということ

で、見開きから序章、資料編ときて、最後に二戸市教育大綱という

構成で作成したものであります。 

 



 7 

玉懸教育部長  若干補足いたします。 

 82、83 ページの二戸市教育大綱でありますが、この後予定され

ております総合教育会議で最終決定していただくことになります。 

ただ、１ページの箱書き部分にありますように、先に二戸市教育振

興基本計画があって、その基本部分を二戸市教育大綱として、市長

が定めるという位置づけになりますことから、今回、計画の最後に

記載するという構成にしたものであります。市長が、皆様でお決め

いただいた内容を使わせていただくというものでありますので、前

回と正反対になりますが、全体的な体裁も考慮しましてこのような

構成にいたしました。 

 

菅原委員  分かりました。 

 

鳩岡教育長  ほかにありませんか。 

 

鳩岡教育長  たくさんのご意見をいただき誠にありがとうございました。 

それでは、議案第２号「二戸市教育振興基本計画について」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「市議会定例会提出議案への同意について」 

 

鳩岡教育長 次に日程第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。 

報告第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】 

 

山火学力向上推進監 【資料説明】 

（コミュニティ・スクールと地域学校協働推進事業について） 

 

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。 
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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。 

 

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、次回の教育委員会議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） 
はい。次回は教育委員会臨時会となります。２月２２日（月）

午前８時４５分から、開催したいと考えております。 

 朝早くからで恐縮でございますが、よろしくお願いいたします。

なお、例年３月に行っておりました三者合同送別会は、中止とい

たしますので、ご了承願います。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

 

鳩岡教育長 事務局から、２月２２日（月）午前８時４５分からと提案があり

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、次回の二戸市教育委員会臨時会は、２月２２日（月）

午前８時４５分から開催することといたします。 
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鳩岡教育長 以上で、令和３年２月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５７分 


