
1 会議名   平成 27年  第 8回教育委員会会議 会議録

2 開催 日時  平成 27年 6月 28日 (日 )午前 10時 00分 ～午前 10時 20分

3 開催場所   4階  教育長室

4 出席委員 委員長

委 員

宏

登志子、村尾 利勝、牧中 マ リ子、佐倉 弘之甫

西村

廣 田

5 欠席委員  な し

6 会議 出席者

教育次長   :小 田

教育政策課長 :藤本

修 司

玲子

7 会議従事職員   教育政策課  : 村上 和枝

8 会議録署名委員  廣 田 登志子、牧中 マ リコ

9 議事 日程

日程第 1 会議録署名委員について

日程第 2 選挙第 1号 岩 国市教育委員会委員長の選挙について

日程第 3 岩 国市教育委員会委員長職務代理者の指定について

会議の大要

教育次長

教育次長

佐倉委員

。おはよ うございます。教育次長の小 田で ございます。

この度、牧中委員 におかれ ま しては、市議会 において岩 国市の教育

委員 として承認 を得 られ、市長 よ り辞令 を交付 された ところで ござ

います。

今後 につ きま しては、他の 4人 の委員の皆 さん とともに、岩 国市の

教育の充実に御尽力いただ くことにな ります ので、 よろ しくお願 い

いた します。

なお、本 日は、新 しい委員 をお迎 え しての初 めての会議 です ので、

委員の皆様には、それぞれ 自己紹介 をお願 い します。

(委 員の 自己紹介 )

(事務局 自己紹介 )

。それでは、初めに本 日の議事の進 め方について説 明いた します。

本 日の教育委員会会議で御審議いただ く議題 につ きま しては、お手

元にお配 りしている議事 日程の とお りで ございます。

まず初 めに、改正前 の岩国市教育委員会会議規則の規定によ り、委

員長の選挙を行 います。委員長が決定す るまでの議事進行につきま

しては、特に法令上規定 された ものはあ りませ んので、委員の中で

最年長者の佐倉委員 にお願 い したい と思います。委員長決定後の議

事 については、規定によ り委員長にお願 いす ることにな ります。

・ただいまか ら、平成 27年第 8回岩国市教育委員会会議 を開会 します。

初めに、 日程第 1会 議録署名委員の指名 を行います。

本 国の会議録署名委員 は、廣 田委員 と牧 中委員にお願 い します。
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委員

佐倉委員

各委員

佐倉委員

委員

佐倉委員

各委員

佐倉委員

西村委員長

委員

西村委員長

各委員

西村委員長

本 日の議題 は、「日程第 2選 挙第 1号 岩国市教育委員会委員長の選

挙について」「日程第 3岩 国市教育委員会委員長職務代理者 の指定

について」で ございます。

それでは、「日程第 2選 挙第 1号 岩国市教育委員会委員長の選挙に

ついて」を議題 といた します。

委員長の選挙については、改正前の岩 国市教育委員会会議規則第 2

条第 1項 の規定によ り、単記無記名投票 によ り行 うこととされてお

りますが、同条第 2項 の規定によ り、指名推選の方法を用いること

ができるとされてお りますので、まず、選挙の方法 についてお諮 り

します。

「投票」か 「指名推選」か、 どち らの方法にいた しま しょうか。

(指名推選の声あ り)

・指名推選 とい う意見があ りま したが、 これについて皆 さん異議 はあ

りませんか。

・異議 な し。

・御異議 な しと認 めます。 よって、選挙の方法は指名推選 と決 しま し

た。指名の方法は どのよ うにいた しま しょうか。

(西村委員推選の発言あ り)

。西村委員 を推選す るとの意見があ りま したが、西村委員 を委員長 に

指名す ることについて、皆 さん異議 はあ りませんか。

・異議 な し。

・御異議 な しと認 めます。 よって、西村委員が委員長 に当選 され ま し

た。委員長が決定いた しま したので、 これ よ り議事進行 を委員長 と

交代 します。

・ あ りが とうございます。今後 ともよろ しくお願い します。

それでは、議事 日程に従い、 91き 続 き議事を進 めてまい ります。

、「日程第 3岩 国市毅育委員会委員長職務代理者の指定について」を

次の議題 といた します。

これ につ きま しては、岩 国市教育委員会会議規則第 3条 の規定によ

り、「教育委員会の協議によ り定める」 ことになってお りますが、い

かがいた しま しょうか。

(廣 田委員 とい う発言あ り)

・ 廣 田委員 とい う発言があ りま したが、廣 田委員 を委員長職務代理者

に指定す ることとして、異議 はあ りませんか。

・異議な し。

・御異議 な しと認 めます。 よって、廣 田委員 を委員長職務代理者 に指

名す ることに決 しま した。

それでは、委員長職務代理者 に就任 されま した廣 田委員 に御挨拶 を

お願い します。
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廣 田委員

西村委員長

教育政策課長

西村委員長

。今 まで どお り頑張つていきたい と思います。 よろ しくお願 い します。

・本 日の議題 は以上で ございます。

それでは、次の委員会の 日程について、事務局か らお願い します。

・次回は、 7月 21日 (火 )午後 2時か ら、本庁 6階 議会会議室にて

開催いた します。

。これをもちま して、平成 27年第 8回教育委員会会議を終了 します。

地方教育行政の組織及び運営に関す る法律の一部を改正す る法律の施行に伴 う関係規則

の整備 に関す る規則 (平成 27年教育委員会規則第 1号)附則第 3項の規定によ りなおその

効力 を有す るとされ る同規則 による改正前の岩国市教育委員会会議規則第 18条の規定に

よ り署名す る。

教育委員長

教育委員 (廣 田) 印

教育委員 (牧 中) 印

印
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