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令和３年第４回教育委員会定例会 会議録 

 

 

１ 日 時  令和３年４月２３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 佐 藤 春 彦 

教育企画課長 平   千 秋 

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 清 水 明 博 

学校給食センター所長 三 浦 めぐみ 

       

 

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４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（平教育企画

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３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。 

 



 3 

 ４月２日（金） 

福岡工業高校訪問について報告 

４月７日（水） 

 二戸市役所新採用職員研修について報告 

４月１３日（火） 

 九戸城跡現場視察について報告 

 

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。 

 

 

「会議非公開の決定」 

 

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１号から議案第７号までの

７件の議案は、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。 

 

委員一同 異議なし。 

 

鳩岡教育長  ご異議がないものと認め、７件の議案については、非公開とす

ることと決しました。 

 これより、非公開案件の審議に移ります。 

 

 

日程第３ 議案第１号「二戸市社会教育委員の委嘱について」 

 

鳩岡教育長 日程第３ 議案第１号「二戸市社会教育委員の委嘱について」

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。 

 

三上生涯学習課長  【資料説明】 
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 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４ 議案第２号「二戸市立公民館運営審議会委員の委嘱について」 

 

鳩岡教育長 日程第４ 議案第２号「二戸市立公民館運営審議会委員の委嘱

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。 

 

三上生涯学習課長  【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５ 議案第３号「二戸市スポーツ推進審議会委員の委嘱について」 

 

鳩岡教育長 日程第５ 議案第３号「二戸市スポーツ推進審議会委員の委嘱

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。 

 

三上生涯学習課長  【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６ 議案第４号「二戸市シビックセンター運営協議会委員の解嘱及び委嘱につい

て」 

 

鳩岡教育長 日程第６ 議案第４号「二戸市シビックセンター運営協議会委
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員の解嘱及び委嘱について」を議題といたします。 

議案第４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】 

 

 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「二戸市立図書館協議会委員の委嘱について」 

 

鳩岡教育長 日程第７ 議案第５号「二戸市立図書館協議会委員の委嘱につ

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。 

 

畑本図書館長  【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「二戸市文化財調査委員の委嘱について」 

 

鳩岡教育長 日程第８ 議案第６号「二戸市文化財調査委員の委嘱について」

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。 

 

清水文化財課長  【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] 
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日程第９ 議案第７号「二戸市立歴史民俗資料館運営委員会委員の委嘱について」 

 

鳩岡教育長 次に日程第９ 議案第７号「二戸市立歴史民俗資料館運営委員

会委員の委嘱について」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。 

 

清水文化財課長 【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] 

 

鳩岡教育長 これで、非公開議案の審議が終了いたしました。 

非公開会議を解除いたします。 

 

 

日程第 10 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 10 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。 

 

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。 

 

佐々木委員 Ｎｏ２のニットーキッズ巡回指導とは、対象年齢はどうなって

いますでしょうか。 

また、県内各地での開催ということですが、二戸市内ではどこ

で開催予定でしょうか。 

 

三上生涯学習課長 はい。対象年齢は年中から小学校４年生までです。また、令和

２年度の市内での実績については、７月８月９月の３回、まつの

まるこども園で開催しております。 

 

委員一同 なし。 
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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。 

予定されていた案件については、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。 

 

事務局（平教育企画

課長） 

はい。次回の定例会は、５月２５日（火）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、５月定例会は５月２５日（火）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４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５３分 


