
令和２年度第４回滝沢市教育委員会議定例会議事日程  

 

 

令和２年７月２２日（水）  

１３時３０分～１４時３０分  

滝沢市役所 ３階 庁議室  

 

 

日程第１  会議録署名委員の指名について  

 

日程第２  会期の決定について  

 

日程第３  教育長事務報告  

 

日程第４  議案第１号 滝沢市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  

 

日程第５  議案第２号 滝沢市スポーツ推進審議会委員の委嘱に関し議決を求めること

について  

 

日程第６  議案第３号 滝沢市立学校職員の勤務時間等に関する規則の一部を改正する

ことについて  

 

日程第７  議案第４号 令和３年度使用滝沢市小・中学校教科用図書の採択に関し議決

を求めることについて  



教　育　長　事　務　報　告　書

令和2年7月22日

月　　日 曜 事　　　　　　　　　　　　　　項 場　　　　所

7月2日 木 第１回教科用図書調査検討委員会 庁内

7月3日 金 滝沢第二小学校パラリンスポーツキッド贈呈式 滝沢第二小学校

7月6日 月 第１回生徒指導連絡協議会兼生徒指導主事研修会 庁内

7月7日 火 市教育振興運動推進協議会 庁内

〃 〃 第１２回市新型コロナウイルス感染症対策本部会議 庁内

7月9日 木 第７２回市小学校陸上競技記録会 盛岡市「県営運動公園陸上競技場」

〃 〃 議会全員協議会 庁内

〃 〃 第２回教科用図書研究員会議 市役所分庁舎

7月10日 金 中学生のための「ネット安全ガイドbook」贈呈式 庁内

7月13日 月 第４回校長会議 庁内

〃 〃 第１回市立学校給食センター運営委員会 庁内

7月15日 水 第２回管内市町教育長会議 盛岡市「サンセール盛岡」

〃 〃 第２回教科用図書調査検討委員会 庁内

7月17日 金 文化財調査委員会議 庁内

7月18日
～19日

土～日 岩手地区中学校総合体育大会 滝沢市、盛岡市、八幡平市

7月20日 月 県要望に関する三役の現地調査 市内

7月21日 火 第３回教科用図書採択協議会 庁内

7月22日 水 第４回教育委員会議 庁内



議案第 １ 号  

 

滝沢市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  

 

 社会教育法（昭和２４年６月１０日法律第２０７号）第１５条第２項及び滝沢市

社会教育委員の設置に関する条例（昭和３２年７月１日条例第４６号）第２条及び

第３条の規定により、次のとおり滝沢市社会教育委員を解嘱及び委嘱することについ

て、議決を求める。  

 

１   解   嘱（令和２年７月２２日付）  

氏    名  委嘱年月日  解  任  理  由  

木村 史彦  令和元年６月２６日  人事異動  

下田 富幸  令和元年６月２６日  分担変更  

髙橋 弘美  令和元年６月２６日  分担変更  

山口 恒司  令和元年６月２６日  役員改選  

松田 栄二  令和元年６月２６日  人事異動  

藤田 重治  令和元年６月２６日  役員改選  

鍵本  桂  令和元年６月２６日  役員改選  

小向 和秀  令和元年６月２６日  本人より申出  

 

２ 委   嘱（令和２年７月２２日付）  

氏    名  役  職  名  

市村 康之  滝沢市小中校長会監事（篠木小学校長）  

柳橋 民治  滝沢市自治会連合会副会長（小岩井自治会長）  

土井尻たき古  滝沢市地域婦人協議会副会長  

吉田 友彦  滝沢市ＰＴＡ連絡協議会会長（一本木中ＰＴＡ会長） 

小野  保  国立岩手山青少年交流の家所長  

渡辺 炎如  滝沢市商工会青年部副部長  

村上 四郎  滝沢市陸上競技協会理事  

委嘱期間は、前任委員残任期間の令和３年６月２５日までとする。  

 

 令和２年７月２２日提出  

 

滝沢市教育委員会教育長 熊谷 雅英  

 

 

理由  

人事異動や役員改選などによる欠員のため委嘱替えをするものである。これが、この

議案を提出する理由である。  



議案第 ２ 号 

 

   滝沢市スポーツ推進審議会委員の委嘱に関し議決を求めることについて 

 

 スポーツ基本法（平成２３年法律第７８号）第３１条及び滝沢市スポーツ推進審議会

設置条例（平成１０年３月４日条例第２号）第２条の規定により、次のとおり滝沢市ス

ポーツ推進審議会委員の委嘱をすることについて、議決を求める。 

 

  委嘱（任期 令和２年８月１日～令和４年７月３１日） 

氏   名 所属・団体名など 

別紙のとおり 

 

令和２年７月２２日提出 

 

               滝沢市教育委員会教育長 熊 谷 雅 英 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理由 

 令和２年７月３１日をもって任期満了のため新たに委嘱するものである。これが、こ

の議案を提出する理由である。 



滝沢市スポーツ推進審議会委員名簿

任期：令和2年8月１日～令和4年7月31日

No 役職 氏　　名 所属・団体名 新規・継続 備　考

1 委員 千葉　智行 盛岡大学文学部　社会文化学科　教授 継続 スポーツ社会学

2 委員 及川　　安 （公財）滝沢市体育協会　副会長 新規
生涯スポーツ
競技スポーツ

3 委員 藤倉　昌枝 滝沢市スポーツ推進委員 継続 地域スポーツ

4 委員 佐藤　静子 滝沢市スポーツ少年団　本部長 継続 青少年スポーツ

5 委員 小島　勝子 滝沢市レクリェーション協会　会長 継続
スポーツレクリ
エーション

6 委員 河村　清明 滝沢市老人クラブ連合会　会長 新規 高齢者スポーツ

7 委員 外山　由美子 滝沢市食生活改善推進員連絡協議会　会長 継続 食生活改善

8 委員 藤原　粒子 滝沢市地域婦人協議会　副会長 継続 女性活躍

9 委員 川村　尚雄 滝沢市自治会連合会　副会長 新規 地域づくり

10 委員 小笠原　香 一本木保育園　園長（滝沢市保育協会） 新規 幼児スポーツ

11 委員 塚本　潤一 滝沢市身体障害者福祉協会　会長 継続
障がい者
スポーツ

12 委員 小野寺教子 滝沢市小学校体育連盟　会長（滝沢小学校長） 新規
学校体育
（小学校）

13 委員 菊池千賀子
滝沢市中学校体育連盟　会長（一本木中学校
長）

新規
学校体育
（中学校）

14 委員 猿舘　睦子 滝沢市健康福祉部　健康推進課　課長 継続 健康推進

※新任委員には網掛けをしています。



議案第 ３ 号 

 

滝沢市立学校職員の勤務時間等に関する規則の一部を改正することについて  

 

滝沢市立学校職員の勤務時間等に関する規則の一部を改正することについて、教育長に

対する事務委任等に関する規則（平成１８年教育委員会規則第１号）第２条第２号の規定

により、議決を求める。  

 

滝沢市立学校職員の勤務時間等に関する規則の一部を改正する規則  

   （別紙）  

 

 

令和２年７月２２提出 

 

滝沢市教育委員会教育長 熊 谷 雅 英  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理由 

令和２年１月１７日に、公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員

の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき

措置に関する指針（令和２年文部科学省告示第１号）が告示され、県では、義務教育

諸学校の教育職員の給与に関する特別措置に関する条例の一部を改正する条例（令和

２年岩手県条例第３６号）が令和２年８月１日に施行され、公立学校の教育職員が正

規の勤務時間及びそれ以外の時間において行う業務の量の適切な管理等にについて定

められることに伴い、滝沢市立学校職員の勤務時間等に関する規則（昭和３３年滝沢

村教育委員会規則第４号）の一部を改正する。これが、この規則案を提出する理由で

ある。  



滝沢市立学校職員の勤務時間等に関する規則の一部を改正する規則  

滝沢市立学校職員の勤務時間等に関する規則（昭和３３年滝沢市教育委員会規則第４号

）の一部を次のように改正する。  

第１０条を第１１条とし、第９条の次に次の１条を加える。  

（時間外在校等時間）  

第１０条 教育委員会は、職員の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の

維持向上に資するよう、その所管に属する学校の職員が業務を行う時間（公立の義務教

育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法（昭和４６年法律第７７号）第７条

の指針に規定する在校等時間をいう。）から所定の勤務時間（同法第６条第３項各号に

掲げる日（代休日が指定された日を除く。）以外の日における正規の勤務時間をいう。

次項において同じ。）を除いた時間（以下この条において「時間外在校等時間」という

。）を次に掲げる時間の範囲内とするため、職員の業務の量の適切な管理を行うものと

する。  

（１）１か月について４５時間  

（２）１年について３６０時間  

２ 教育委員会は、職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務の量の大幅

な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間以外の時間に業務を行わざるを得

ない場合には、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる時間又は月数をそれぞれ当

該各号に定める時間又は月数の範囲内とするため、職員の業務の量の適切な管理を行う

ものとする。  

（１）１か月における時間外在校等時間  １００時間未満  

（２）１年における時間外在校等時間  ７２０時間  

（３）１か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の１か月、２か月、３か月、４か

月及び５か月の期間を加えたそれぞれの期間における時間外在校等時間の１か月あた

りの平均時間  ８０時間  

（４）１年のうち１か月における時間外在校等時間が４５時間を超える月数  ６か月  

３ 前２項に定めるもののほか、職員の業務の量の適切な管理その他職員の健康及び福祉

の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が定める。  

附 則  

（施行期間）  

１ この規則は、令和２年８月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  令和２年１２月３１日までの間における第１０条第２項第３号の規定の適用につい

ては、同号中「５か月の期間」とあるのは、「５か月の期間（令和２年８月以後の期

間に限る。）」とする。  

 



議案第 ４ 号  

 

令和３年度使用滝沢市小・中学校教科用図書の採択に関し議決を求めること  

について  

 

 令和３年度に使用する滝沢市小・中学校教科用図書の採択について、次のとおり議

決を求める。  

 

 別紙「令和３年度使用小学校教科用図書採択一覧表」及び「令和３年度使用中学校教科用図

書採択一覧表」のとおり採択する。  

 

令和２年７月２２日提出  

 

滝沢市教育委員会教育長  熊  谷  雅  英  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）、義務教育諸学

校の教科用図書の無料措置に関する法律（昭和３８年法律第１８２号）及び同法施行令（昭

和３９年政令第１４号）の規定に基づき採択をするものである。これが、この議案を提出

する理由である。  



種目
発行者の
番号・略称

使用
学年

教科書の
記号・番号

教科書名

国語　107 こくご一上　かざぐるま

国語　108 こくご一下　ともだち

国語　207 こくご二上　たんぽぽ

国語　208 こくご二下　赤とんぼ

国語　307 国語三上　わかば

国語　308 国語三下　あおぞら

国語　407 国語四上　かがやき

国語　408 国語四下　はばたき

5 国語　507 国語五　銀河

6 国語　607 国語六　創造

1 書写　104 しょしゃ　一ねん

2 書写　204 しょしゃ　二年

3 書写　304 書写　三年

4 書写　404 書写　四年

5 書写　504 書写　五年

6 書写　604 書写　六年

3 社会　303 小学社会３

4 社会　403 小学社会４

5 社会　503 小学社会５

6 社会　603 小学社会６

地　図 46　帝国書院 3～6 地図　302 楽しく学ぶ　小学生の地図帳　３・４・５・６年

算数　101 あたらしい　さんすう　１①　さんすうのとびら

算数　102 あたらしい　さんすう　１②　さんすうだいすき！

算数　201 新しい算数　２上　考えるって  おもしろい！

算数　202 新しい算数　２下　考えるって  おもしろい！

算数　301 新しい算数　３上　考えるっておもしろい！

算数　302 新しい算数　３下　考えるっておもしろい！

算数　401 新しい算数　４上　考えると見方が広がる！

算数　402 新しい算数　４下　考えると見方が広がる！

算数　501 新しい算数　５上　考えると見方が広がる！

算数　502 新しい算数　５下　考えると見方が広がる！

6 算数　601 新しい算数　６　数学へジャンプ！

令和３年度使用小学校教科用図書採択一覧表

盛岡北地区教科用図書採択協議会

国　語 38　光村図書

1

2

2

3

4

38　光村図書

社　会 17　教育出版

書　写

4

5

1

算　数 2　東京書籍
3



種目
発行者の
番号・略称

使用
学年

教科書の
記号・番号

教科書名

3 理科　301 新しい理科　３

4 理科　401 新しい理科　４

5 理科　501 新しい理科　５

6 理科　601 新しい理科　６

生活　107 せいかつ上　みんな　なかよし

生活　108 せいかつ下　なかよし　ひろがれ

1 音楽　102 小学生のおんがく　１

2 音楽　202 小学生の音楽　２

3 音楽　302 小学生の音楽　３

4 音楽　402 小学生の音楽　４

5 音楽　502 小学生の音楽　５

6 音楽　602 小学生の音楽　６

図工　103 ずがこうさく１・２上　たのしいな　おもしろいな

図工　104 ずがこうさく１・２下　たのしいな　おもしろいな

図工　303 図画工作３・４上　ためしたよ　見つけたよ

図工　304 図画工作３・４下　ためしたよ　見つけたよ

図工　503 図画工作５・６上　見つめて　広げて

図工　504 図画工作５・６下　見つめて　広げて

家　庭 9　開隆堂 5・6 家庭　502 小学校　わたしたちの家庭科　５・６

3・4 保健　301 新しいほけん　３・４

5・6 保健　501 新しい保健　５・６

5 英語 503 Junior Sunshine 5

6 英語 603 Junior Sunshine 6

1 道徳　109 新・みんなのどうとく１

2 道徳　209 新・みんなのどうとく２

3 道徳　309 新・みんなのどうとく３

4 道徳　409 新・みんなの道徳４

5 道徳　509 新・みんなの道徳５

6 道徳　609 新・みんなの道徳６

27　教育芸術社音　楽

特別の教科
道徳

224
学研教育みらい

図画工作
116

日本文教出版

1・2

5・6

保　健

9　開隆堂

1・2

3・4

英　語

理　科 2　東京書籍

2　東京書籍

生　活 17　教育出版



種目
発行者の
番号・略称

使用学年
教科書の
記号・番号

教科書名

1 国語　704 国語　１

2 国語　804 国語　２

3 国語　904 国語　３

書写 38　光村 1～3 書写　704 中学書写　一・二・三年

社会
（地理的分野）

17　教出 1・2 地理　702 中学社会　地理　地域にまなぶ

社会
（歴史的分野）

17　教出 1～3 歴史　706 中学社会　歴史　未来をひらく

社会
（公民的分野）

2　東書 3 公民　901 新しい社会　公民

地図 46　帝国 1～3 地図　702 中学校社会科地図

1 数学　701 新しい数学　１

2 数学　801 新しい数学　２

3 数学　901 新しい数学　３

1 理科  701 新しい科学　１

2 理科  801 新しい科学　２

3 理科  901 新しい科学　３

1 音楽　702 中学生の音楽　１

音楽　803 中学生の音楽　２・３　上

音楽　804 中学生の音楽　２・３　下

音楽
（器楽合奏）

27　教芸 1～3 器楽　752 中学生の器楽

1 美術　702 美術　１

2・3 美術　802 美術　２・３　

保健体育 2  東書 1～3 保体　701 新しい保健体育

技術・家庭
（技術分野）

9　開隆堂 1～3 技術　704
技術・家庭　技術分野
テクノロジーに希望をのせて

技術・家庭
（家庭分野）

9　開隆堂 1～3 家庭　703
技術・家庭　家庭分野
生活の土台　自立と共生

1 英語　702
SUNSHINE
ＥNGLISH ＣOURSE　１

2 英語　802
SUNSHINE
ＥNGLISH ＣOURSE　２

3 英語　902
SUNSHINE
ＥNGLISH ＣOURSE　３

1 道徳　704 中学道徳　あすを生きる　１

1 道徳　705 中学道徳　あすを生きる　１　道徳ノート

2 道徳　804 中学道徳　あすを生きる　２

2 道徳　805 中学道徳　あすを生きる　２　道徳ノート

3 道徳　904 中学道徳　あすを生きる　３

3 道徳　905 中学道徳　あすを生きる　３　道徳ノート

盛岡北地区教科用図書採択協議会

国語 38　光村

数学

2・3
27　教芸

美術 38　光村

特別の教科
道徳

116　日文

令和３年度使用中学校教科用図書採択一覧表

2　東書

理科 2　東書

外国語 9　開隆堂

音楽
（一般）


