
1 会議名   平成 27年 第 10回 教育委員会会議 会議録

2 開催 同時  平成 27年 7月 28日 (火 )午前 H時 30分 ～午前 H時 50分

3 開催場所   4階  教育長室

4 出席委員 委員長

委 員

西村

廣 田

宏

登志子、村尾 利勝、牧 中 マ リ子、佐倉 弘之甫

5 欠席委員  な し

6 会議出席者

教育政策課長 : 藤本 玲子

学校教育課主幹 :村井 浩司

学校教育課長 :

教育指導室  :
村川

梅森

直樹

芳典

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 議案第 23号
平成 28年度岩国市立中学校 において使用す る学校教育

法第 49条 に規定す る教科用図書の採択について

会議の大要

西村委員長

各委員

西村委員長

学校教育課長

。それでは、ただいまか ら平成 27年第 10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 日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。

本 日の議題は、「日程第 2 議案第 23号  平成 28年度岩国市立中学

校において使用す る学校教育法第 49条 に規定す る教科用図書の採択

について」で ございます。

それでは、「日程第 2 議案第 23号  平成 28年度岩国市立中学校に

おいて使用す る学校教育法第 49条 に規定す る教科用図書の採択につ

いて」 を議題 といた します。

なお、 これ以降の 日程については、公表 までの間、非公開 としなけ

ればな らないために、議事については非公開 としたい と思いますが、

御異議 あ りませんか。

・異議 な し。

。それでは、非公開 として議事を進 めてまい ります。

それでは議事に入 ります。議案第 23号平成 28年度岩国市立中学校

において使用す る学校教育法第 49条 に規定す る教科用図書の採択に

ついて事務局か ら説 明をお願 い します。

・教科用図書の採択については、「義務教育諸学校の教科用図書の無償

措置に関す る法律」第 13条 において定め られています。

同条第 4項 では 「採択地 区が三以上の市町村 の区域 を併せ た地域で

ある時は、当該採択地区内の市町村 の教育委員会は、協議 によ り規

約 を定め、当該採択地区内の市町村 立の小学校及び中学校 において
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西村委員長

各委員

西村委員長

各委員

西村委員長

使用す る教科用図書の採択 について協議 を行 うための協議会 を設 け

なければな らない。」 とされてお ります。

また、同条第 5項 では 「当該採択地 区内の市町村の教育委員会は、

採択地区協議会 における協議 の結果 に基づ き、種 目ごとに同一の教

科用図書を採択 しなければな らない。」 とあ ります。

つきま しては、平成 28年度か ら使用す る中学校用の教科用図書につ

いては、平成 27年 7月 22日 及び 28日 に開催 されま した平成 27年

度 山口県教科用図書岩国採択地区協議会において 15種 目の教科用図

書が選定 されま したので、採択についての審議 をお願い します。

岩 国市教育委員会に提 出 されま した協議会の選定結果 については、

お手元にお配 りしてお ります資料の とお りで ございます ので、御確

認 くだ さい。 よろ しくお願いいた します。

。これについて、何か御意見はございませんか。

・特にな し。

・特にないよ うで した ら、議案第 23号 は、平成 27年度 山 口県教科用

図書岩国採択地区協議会において選定 されま した 15種 目の中学校用

の教科図書を採択す ることとして、御異議あ りませ んか。

・ 異議 な し。

・御異議 な しと認め、議案第 23号 は、平成 27年 山口県教科用図書岩

国採択地区協議会において選定 されま した 15種 目の中学校用の教科

図書を採択す ることに決 します。

本 日の議事は以上でございます。 これ をもちま して、平成 27年 第

10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)
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