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令和３年第３回教育委員会定例会 会議録 

 

 

１ 日 時  令和３年３月１９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 （５番） 

委員 菅 原 ゆかり （２番） 

委員 佐々木 千 穂 （３番） 

委員 荒 谷 直 大 （４番） 

 

 

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年第３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 はじめに会議録の承認を行います。 

「令和３年第１回・第２回二戸市教育委員会臨時会」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。 

 

鳩岡教育長  議事に入る前に、本日の会議の非公開についてお諮りいたしま

す。 

 本日、審議する議案のうち、議案第４号から議案第６号までは、

人事に関する事件に該当いたしますので、当該議案については非

公開にしたいと思いますが、これ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  ご異議がないものと認め、３件の議案については、非公開とす

ることと決しました。 

 なお、本日の議案につきましては、本日夕方に職員へ内示する

こととなっておりますが、議案については机に置いてお帰りいた

だくようお願いいたします。 

 

 

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。 

 

 ２月１０日（水） 

県教委と市町村教委との意見交換会について報告 

３月１３日（土） 

 九戸城整備指導委員会について報告 

３月１５日（月） 

 「福岡工業高校を守る会」設立総会について報告 

 

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。 
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菅原委員 はい。 

 

鳩岡教育長  菅原委員どうぞ。 

 

菅原委員  令和３年度当初予算の内容に、文化会館の観客座席シートの抗

菌作業とありますが、その効力期間はどの程度もつものでしょう

か。 

 

三上生涯学習課長  はい。抗菌作業における抗菌効果ですが、５年間持続するもの

であります。内容については、無色透明であり、空気触媒といっ

て酸素と水を利用し、その化学反応によって 24 時間抗菌効果を

得られるものになっております。 

 

菅原委員  分かりました。 

 

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 コロナ交付金を利用し様々な予算として使っていますが、何に

でも使えるものなのですか。規定はあるのでしょうか。 

 

鳩岡教育長 

 

 玉懸部長。 

 

玉懸教育部長  はい。これにつきましては、一見しますと、コロナと関連しな

いようなものについてもその財源として利用しているように見

えるかもしれませんが、何にでも使える交付金ではないので、き

ちんと理由を付けて財源確保しているものでございます。 

 内容によっては、このような交付金をもってしてでなければ財

源確保できないというものもありますので、機会を逸することな

く対応していくということは我々事務方の大事な仕事の一つで

あると思っております。 

 

槻舘委員  分かりました。 

 

鳩岡教育長  ほかにありませんか。 

 

荒谷委員  はい。 
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鳩岡教育長  荒谷委員どうぞ。 

 

荒谷委員  大平球場の外野フェンスの修繕についてお聞きします。２月の

暴風で破損したようですが、今後、その防止策としては何か講じ

るのかどうか教えてください。 

 

三上生涯学習課長  はい。今回の被害は、暴風により近くの大木が倒れたことによ

って大平球場の外野フェンスが破損したというものなので、特に

担当課で防止策までは検討しておりません。ただし、当然、修繕

にあたっては今後も同様の被害が出ないよう周囲の環境を再度

確認しながら進め、安全に利用していただけるよう整備して参り

たいと考えております。 

 

荒谷委員  分かりました。 

 

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いたし

ます。 

 

 

日程第４ 議案第２号「二戸市学校運営協議会規則」 

 

鳩岡教育長 日程第４ 議案第２号「二戸市学校運営協議会規則」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。 

 

山火学力向上推進監  【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。 

 

委員一同 なし。 

 

鳩岡教育長 それでは、議案第２号「二戸市学校運営協議会規則」は、原案
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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「二戸市地域学校協働活動推進員設置要綱」 

 

鳩岡教育長 日程第５ 議案第３号「二戸市地域学校協働活動推進員設置要

綱」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。 

 

三上生涯学習課長  【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。 

 

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 同じ人が学校運営協議会委員と地域学校協働活動推進員のど

ちらにもなることができるという理解でよろしいでしょうか。 

 

鳩岡教育長 

 

 三上生涯学習課長。 

 

三上生涯学習課長  はい。肩書・立場は違えど、活動内容は同じ目標に向かって取

り組んでいくものですので、むしろ兼務していただいて地域から

の視点と学校側からの視点をうまく活用して、学校づくりや地域

づくりに生かしていけたらと考えております。 

 

佐々木委員 そのほか、これまであった学校評議員ですが、この立場は残る

ものなのでしょうか。 

 

鳩岡教育長 

 

山火学力向上推進監。 

山火学力向上推進監  はい。コミュニティ・スクールが始まったからといって学校評

議員がなくなるということではございません。ただ、「学校で置

くことができる」という規定になっておりまして、置くかどうか

は学校判断になるということでございます。 
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佐々木委員  分かりました。 

 

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 地域学校協働活動推進員設置要綱の第４条に「同一の推進員が

複数の学校区を担当することを妨げない」とありますが、これは

学校規模に合わせて複数校担当できるということでしょうか。 

 

鳩岡教育長 

 

 三上生涯学習課長。 

 

三上生涯学習課長  これにつきましては、同じ学区の小中学校の連携を想定してい

るものです。例えば、は同じ学区である金田一小学校と金田一中

学校のように、小中が連携しながら活動する方が効率的で効果的

であるという場合を想定し、複数校担当できるという要綱になっ

ております。 

 

山火学力向上推進監  補足します。 

学校側としても、学校運営協議会を設置したコミュニティ・ス

クールを運営していくわけですが、三上課長の発言にもありまし

たように小中が連携しながら活動していくことは十分に考えら

れますので、２校で１つのコミュニティ・スクールを作っていっ

てもいいということになります。 

 

鳩岡教育長  よろしいでしょうか。 

 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３号「二戸市地域学校協働活動推進員設置要

綱」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３号は原案のとおり可決いたし

ます。 

 

鳩岡教育長 これより、非公開議案の審議に入ります。暫時休憩いたします。 
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日程第６ 議案第４号「教育部長及び課長等の人事について」 

 

鳩岡教育長 日程第６ 議案第４号「教育部長及び課長等の人事について」

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】 

 

 本協議事項は、二戸市教育委員会会議規則第１０条第１項ただ

し書きの規定により秘密会として審議したため、同条第４項に基

づき審議内容については記載しない。 

 

 [原案可決] 

 

 

日程第７ 議案第５号「教育機関の長の人事について」 

 

鳩岡教育長 日程第７ 議案第５号「教育機関の長の人事について」を議題

といたします。 

議案第５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】 

 

 本協議事項は、二戸市教育委員会会議規則第１０条第１項ただ

し書きの規定により秘密会として審議したため、同条第４項に基

づき審議内容については記載しない。 

 

 [原案可決] 

 

 

日程第８ 議案第６号「その他の教育機関の長の人事について」 

 

鳩岡教育長 日程第８ 議案第６号「その他の教育機関の長の人事について」

を議題といたします。 

議案第６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】 

 

 本協議事項は、二戸市教育委員会会議規則第１０条第１項ただ

し書きの規定により秘密会として審議したため、同条第４項に基

づき審議内容については記載しない。 
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 [原案可決] 

 

 

日程第９ 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 次に日程第９ 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。 

 

菅原委員 はい。 

 

鳩岡教育長 菅原委員どうぞ。 

 

菅原委員 Ｎｏ５のハイブリットセミナーとはどのようなものですか。 

 

鳩岡教育長 澤田教育企画課長。 

 

澤田教育企画課長 はい。これは東日本大震災からの復興を後世に伝えるための復

興教育、防災・減災教育についての取り組みです。教育関係者に

対して情報提供するというもので、若手教師による復興の授業や

実話をもとにした対談、復興教育単元の提案などが行われるセミ

ナーでございます。 

 

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 ないものと認め、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いてすべて終了いたしました。 

ほかに、何かあればお願いいたします。 

 

委員一同 なし。 

 

鳩岡教育長 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。事務局からお願いします。 
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事務局（澤田教育企

画課長） 

はい。次回の定例会は、４月２３日（金）午後２時から開催し

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 事務局から、以上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４回定例会は４月２３日（金）午後２時から開催

することといたします。 

 

鳩岡教育長 以上で、令和３年第３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１３分 


