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こ れより 平成 ２２年 度第 ６回の 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００ 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 い致し ます 。

教育総 務課 長

本 日に つきま して は飯島 委員 にお願 いし たいと 思い 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 い致し ます 。

教育長

（ 別紙報 告書 により 概要 を報告 する 。）
それでは２つお話しを致します。
９月３日の滝沢村長杯第１１回岩手地区中学校駅伝大会、これは旧岩手郡、八幡平市
を含めての中学校の駅伝ということになるわけでございますが、ここで勝てば県大会に
行くということで、本村からもそれぞれ中学校が出たわけですが、男女とも県に出場を
決めたのが滝沢南中学校と滝沢第二中学校、それから滝沢中は女子だけということで、
ちょっと男子の方は残念だったのですが、最後ほんとに１、２秒のところで負けてしま
ったということで、ただ、村全体からすると、それぞれ県大会に行けたということは大
変素晴らしいことだというふうに思います。
それから２つ目ですが、９月２７日に総合訪問が柳沢小中学校であったわけですが、
これは教育事務所の事業であります。それぞれ先生方が授業をするわけですが、それを
見て教育事務所の指導主事の先生方から指導を頂くわけです。児童生徒の活動を見ての
感想ですが、人数が１０名以内とか、あるいは１０名をちょっとオーバーしたくらいで、

何回も発言の機会がある、じっとしてゆっくり構えて授業をしていることができないと
いう状況に子どもたちがあるものですから、ある面、常に集中していかなければ授業を
受けれないという形がある、ただ、ちょっと知的な部分で理解が遅い子どもが１名でも
いると、平均はがたっと下がってくるわけですけれども、一人一人を見ると、けっこう
先生の質問に対して的確に発言をしているという印象を持ちました。あういう繰り返し
指名して話をする、話を聞くという機会があるということは、子どもたちの成長にとっ
ては欠かせないことだなあというふうに思いました。以上です。
委員長

は い、あ りが とうご ざい ました 。な にかご 質問 ござい ませ んか。

委

村 長と中 学生 のお気 軽ト ークと いう のがあ った わけで すが 、なに か出 ました か。

員

教育長

こ こでは 子ど もと我 々と どうい う話 をする かと いうと 、夢 を語っ たり 、いま 集中 して
取り組 んで いるこ とは 何です かと いうよ うな 子ども たち への投 げか け、そ れに 対して 一
人一人 答え るとい うも のです 。な お、村 のほ うにお 願い するこ とは ありま せん かとい う
ような 話も 出たわ けで すが、 その 中では 、ハ ンドベ ルが ちょっ と古 くなっ たの で、更 新
できれ ばい いなあ とい うよう な話 もあり まし たし、 更に は指導 者の 方が県 内に はいな い
もので すか ら、そ うい う中で 関東 方面か ら来 て指導 をし てくれ てい る、そ れの 予算的 な
もの、 そう いう話 があ りまし た。 なお、 １０ 月３日 には 、滝沢 の中 学校、 滝中 、滝南 、
滝二中 、こ の３つ の学 校のジ ョイ ントコ ンサ ートが 県大 の講堂 であ るわけ です が、こ の
中に姥 屋敷 のハン ドベ ルも参 加で きれば とい うのを 村長 が話し まし たが、 なに せそう い
う形で 企画 をして こな かった もの ですか ら、 とりあ えず ３つの 中学 校とい うこ とで、 来
年度に 向け ての課 題に してい きた いと思 いま す。

委員長

あ りがと うご ざいま した 。他に なけ れば次 に進 んでよ 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

教育 財産 の用途 廃止 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。
教育 総務 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 。改築 工事 に伴う 財産 の用途 廃止 という こと ですが 、な にか
ご質問 ござ いませ んか 。
（特に なし ）

委員長

特 に無い よう ですの で、 議案第 １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

以 上で教 育委 員会議 を終 了致し ます 。
（閉 会時刻
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