
令和３年度第４回滝沢市教育委員会議定例会議事日程  

 

 

令和３年７月２６日（月）  

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 滝沢市の学校教育の在り方検討委員会設置要綱を制定すること

について  

 

日程第５  議案第２号 令和４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3年7月26日

月　　日 曜 事　　　　　　　　　　　　　　項 場　　　　所

6月29日 火 元市消防団分団長へ春の叙勲伝達 庁内

6月30日 水 ICT教育担当者研修会 滝沢中央小学校

7月1日 木 岩手教職員組合盛岡支部あいさつ 庁内

7月2日 金 文化財調査委員会議 庁内

7月4日 日 市教育振興運動推進協議会総会 滝沢中央小学校

7月5日 月 地域ぐるみの学校安全体制整備事業推進委員会 庁内

〃 〃 雫石町教育長就任あいさつ 庁内

〃 〃 第１回いじめ防止等対策協議会 庁内

7月7日 水 第１回生徒指導連絡協議会・生徒指導主事研修会 庁内

7月8日 木 第７３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

7月9日 金 道路関係の寄付にかかる感謝状贈呈式 庁内

7月10日 土 県吹奏楽コンクール盛岡地区大会 盛岡市「岩手県民会館」

7月12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13日 火 市議会７月会議 庁内

7月14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回盛岡北地区教科用図書採択協議会 盛岡市「サンセール盛岡」

〃 〃 自治会連合会表彰式 ビッグルーフ滝沢

7月16日 金 市社会教育委員会議 庁内

7月17日
～18日

土～日 県中学校総合体育大会 市内、盛岡市、花巻市、遠野市、北上市

7月20日 火 相撲協会全国大会出場に向けての表敬訪問 庁内

7月26日 月 第４回教育委員会議 庁内

〃 〃 県中学校総合体育大会表敬訪問 庁内



議案第 １ 号  

 

滝沢市の学校教育の在り方検討委員会設置要綱を制定することについて  

   

   滝沢市の学校教育の在り方検討委員会設置要綱  

（別 紙）  

  

 

令和３年７月２６日提出 

 

 

滝沢市教育委員会教育長 熊 谷 雅 英 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

                    

理由  

滝沢市の学校教育の在り方を検討するため、滝沢市の学校教育の在り方検討委員会を設

置することとし、その内容等を定めるものである。これが、この告示案を提出する理由で

ある。  



   滝沢市の学校教育の在り方検討委員会設置要綱（案） 

 （設置） 

第１条 滝沢市立小中学校の少子化の進行に伴う児童生徒数の減少、地域的な偏在化を踏

まえ、児童生徒が社会変容に適応するための「生きる力」を育むために伸ばしたい能力

や、そのために相応しい教育環境など学校教育の在り方についての総合的な検討を行う

ため、滝沢市の学校教育の在り方検討委員会（以下「委員会」という。）を設置する。  

 （所掌事務） 

第２条 委員会は、次の事項について検討を行い、滝沢市教育委員会（以下「教育委員会

」という。）に報告をするものとする。 

（１）学校の適正な規模及びその配置を含めた望ましい教育環境の在り方に関すること。                    

（２）その他教育委員会が必要と認めること。  

 （組織） 

第３条 委員会は、委員２０名以内で組織する。  

２ 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。  

（１）学識経験者  

（２）地域教育団体の代表者  

（３）保護者の代表者  

（４）学校関係者  

（５）その他教育長が必要と認める者  

 （任期）  

第４条 委員の任期は、令和５年３月３１日までとする。ただし、欠員が生じた場合にお

ける補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。  

 （委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。  

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは

、その職務を代理する。 

 （会議）  

第６条 委員会は委員長が招集する。  

２ 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。  

３ 委員長は、必要と認めるときは委員以外の者を出席させ、意見を聴取し、又は資料の

提出を求めることができる。  

 （庶務）  

第７条 委員会の庶務は、教育委員会事務局教育総務課において処理する。  

 （補則） 

第８条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は教育長が定め

る。 

附 則 

 この告示は、令和３年７月 日から施行する。  



議案第 ２ 号  

 

令和４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４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４年度使用小学校教科用図書採択一覧表」及び「令和４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３年７月２６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償措置に関する法律（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４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

音楽
（一般）

美術 38　光村

特別の教科
道徳

116　日文

令和４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


