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で は、こ れか ら平成 ２２ 年度第 ３回 滝沢村 教育 委員会 議定 例会を 開催 します 。
（開 会時 刻

午 後１ 時３０ 分）

委員長

本 日の出 席委 員は定 足数 に達し てい ますの で会 議は成 立し ます。

委員長

日 程第１ 。会 議録署 名委 員の指 名に ついて お願 いしま す。

教育総 務課 長

飯 島委 員にお 願い します 。

委員長

そ れでは 、本 日の署 名委 員は飯 島委 員にお 願い します 。

委員長

日 程第２ 。会 期の決 定に ついて は本 日１日 とし たいと 思い ます。 これ にご異 議ご ざい
ません か。
（全 員異 議なし 。）

委員長

そ れでは 、会 期は１ 日と 致しま す。

委員長

日 程第３ 。教 育長の 事務 報告を お願 いしま す。

教育長

（ 別紙報 告書 により 概要 を報告 する 。）
６ 月３日 、４ 日、そ して ７、８ 、９ 日と５ 日間 をかけ て村 内の学 校を 訪問い たし まし
た。小 中と も落ち 着い て授業 を受 けてい る様 子であ りま したが 、や はり小 学校 １年生 の
場合、 まだ ３ヶ月 位し か経っ てお りませ んの で、多 動傾 向の子 供さ んもい て、 じっと 椅
子に座 って おれな いよ うな子 供も おりま して 、抜け 出し たりし て、 その度 ごと にそば に
いる村 で配 置して いる 補助の 先生 が追い かけ て連れ てく る、そ うい う形の 子供 もおり ま
した。 ただ 、やは り２ 年、３ 年に なると 落ち 着いて 勉強 してい る状 態にな りま すので 、
先生方 の指 導の賜 物だ なとい うよ うに思 った わけで す。 やはり 低学 年の場 合は 苦労が 多
いわけ でご ざいま すが 、学校 の指 導体制 の中 で成長 して いく、 身に ついて いく ものが あ
るとい う、 そうい う状 況がは っき り現れ てお りまし た。 なお、 学校 公開を 毎年 、小中 と
も１校 ずつ 指定を しな がら授 業を 見せて いた だいて おり ますけ れど も、そ うい う学校 に
あっては前年度学校公開をやって今年度を迎えておるわけですが、授業中の姿を見ると、

学校公 開を やった 学校 につい ては 特にも 落ち 着いて 授業 を受け てい る、学 習の 決まり に
ついて も定 着され てる し、身 につ いてい ると いう姿 があ りまし たの で、や はり 村で指 定
等をや って 学校公 開を やると いう ことは 成果 につな がる んだな とい うふう に思 った次 第
でござ いま す。
それか ら、 チビッ コ相 撲が６ 月１ ２日鬼 越蒼 前神社 であ ったの です が、こ れは 滝沢村
の青少年育成村民会議とか子ども会育成連絡協議会が主催している大会でございますが、
村内の 子供 だけで はな く、近 隣の 土淵小 とか 城北小 とか 、あと は青 森から 、こ っちに 親
戚があ るの かどう か分 からな いで すけれ ども 、参加 して いたと いう ことで 、た だ、村 内
の場合 には 滝沢小 とか 鵜飼小 、蒼 前神社 近隣 の学校 とい うこと であ りまし た。 参加者 が
年々減 って きてい るよ うでご ざい ますけ れど も、や っぱ りああ いう のを通 しな がら親 子
がお互 いに 一生懸 命応 援した り、 頑張っ たり する姿 が大 変印象 深く 見えま した 。なお 、
今年度 につ いては 盛岡 農業の 相撲 部の生 徒が １０名 程、 模範の 練習 とか実 際の 取組を し
ていた だき まして 、大 変刺激 を与 えてく れた のでは ない かなと いう ように 思っ ており ま
す。盛 農の 子供た ちの 中にも 村内 の出身 の生 徒がお りま して、 小学 校時代 にや るやら な
いは別 とし て、地 域に ある学 校に 進んで 部活 動に取 り組 んでい る、 そうい う流 れも示 し
ていた だい たので はな いかな と思 います 。
３つ目 でご ざいま すけ れども 、６ 月１５ 日に 青少年 健全 標語選 考会 があり まし て、こ
こで選 考さ れて６ 月２ ７日の 村民 会議の 総会 で表彰 を受 けます 。な お、小 学校 の金賞 を
受けた 児童 の作品 は、 滝沢二 中の 辺りで すか 、そこ に標 語とし て看 板が建 ちま すし、 後
は役場前にも看板が掲示されます。２つの作品が２箇所に建つということでございます。
それが 村民 育成会 議で の事業 の大 きな一 つで ありま すの で、通 った 際には 見て いただ け
ればと 思い ます。 以上 です。
委員長

な にかご 質問 ござい ませ んか。

委

相 撲のス ポ少 はあり ます か。

員

文化ス ポー ツ課長
委

員

学 校に土 俵は ありま すか 。

文化ス ポー ツ課長
教育部 長
委

員

相 撲のス ポ少 はあり ませ ん。相 撲協 会はあ りま す。
な いです 。

神社の 境内 にあり ます 。
旧 西根町 だと 小中学 校全 部にあ りま す。や っぱ り今、 相撲 で遊ぶ なん ていう のは ない

ですよ ね。
委員長

そ の他に あり ますか 。よ ろしい でし ょうか 。
（特に なし ）

委員長

そ れでは 、日 程第４ 。議 案第１ 号

滝沢村 社会 教育委 員の 解嘱及 び委 嘱に関 し議 決を

求める こと につい てを 議題と しま す。事 務局 から説 明を お願い しま す。
生涯学 習課 長
委員長

（ 資料 により 説明 する。 ）

あ りがと うご ざいま した 。ただ いま の議案 につ いてご 質問 ござい ませ んか。 役職 が替
わった り退 職した こと による 委嘱 替えと いう ことで すが 、ござ いま せんか 。
（特に なし ）

委員長

そ れでは 原案 どおり 決定 してよ ろし いでし ょう か。
（全員 異議 なし）

委員長

そ れでは 議案 第１号 は可 決され まし た。

委員長

次 に、日 程第 ５。議 案第 ２号

滝沢 村公民 館運 営審議 会委 員の解 嘱及 び委嘱 に関 し議

決を求 める ことに つい てを議 題と いたし ます 。事務 局か ら説明 をお 願いし ます 。
生涯学 習課 長
委員長

（ 資料 により 説明 する。 ）

提 案理由 の説 明が終 わり ました 。な にかご 質問 ござい ませ んか。
（特に なし ）

委員長

そ れでは 議案 第２号 を原 案どお り決 定して よろ しいで しょ うか。
（全員 異議 なし）

委員長

そ れでは 議案 第１号 は可 決され まし た。

委員長

日 程第６ 。議 案第３ 号

滝沢村 立学 校給食 セン ター運 営委 員会委 員の 委嘱に 関し 議決

を求め るこ とにつ いて を議題 とし ます。 事務 局の説 明を お願い しま す。
給食セ ンタ ー所長
委員長

（ 資料に より 説明す る。 ）

説 明が終 わり ました 。質 問あり まし たらお 願い します 。任 期満了 によ る新任 及び 再任
の方々 です 。

委

員

こ れは年 何回 くらい 定例 の会議 とい うのが ある のです か。

給食セ ンタ ー所長
委

員

年 ２回の 会議 です。

主 に話し 合い の中身 はな んです か。

給食セ ンタ ー所長

給 食セン ター の運営 に関 しての 助言 を頂く とい うこと で、 管理運 営全 般、

それか ら一 番大き いの が給食 費の 収納対 策に ついて の内 容とな って おりま す。
委員長

新 任が９ 人、 再任が １１ 人、役 職に よって 割り 当てら れた ものに なり ます。 よろ しゅ
うござ いま すか。
（全員 異議 なし）

委員長

そ れでは 、議 案第３ 号は 原案ど おり 可決さ れま した。

委員長

以 上で本 日の 日程を 全部 終了し まし た。以 上で 本日の 会議 を終了 しま す。
（閉 会時刻
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午 後１時 ４５ 分）
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