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８．地方自治法第１２１条第１項の規定により、説明のため会議に出席した者の職氏名 
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１２．本日の会議の大要は別紙のとおりである。 
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平成２７年第８回邑南町議会臨時会（第１日）会議録 
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―― 午前９時４５分 開会 ―― 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 
開会宣告 

●議長（辰田直久）  おはようございます、定足数に達しておりますので、ただ今から、平

成２７年第８回、邑南町議会臨時議会を開会いたします。これより、本日の会議を開き

ます。本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりでございます。 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

●議長（辰田直久）  日程第１、会議録署名議員の指名をいたします。１１番、清水議員、

１２番、亀山議員、お願いをいたします。 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

日程第２ 会期の決定 

●議長（辰田直久）  日程第２、会期の決定を議題といたします。お諮りをいたします。

本臨時会の会期は、本日１１月２日の１日限りと、したいと思いますが、これにご異議

はございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

●議長（辰田直久）  異議なしと認めます。したがって、会期は、本日１１月２日の１日

限りと決定をいたしました。 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 
日程第３ 議案の上程、説明、質疑、討論、採決 

●議長（辰田直久）  日程第３、議案の上程、説明、質疑、討論、採決に入ります。議案第８

８号、教育委員会委員の任命の同意についてを上程いたします。提出者からの提案理由の

説明を求めます。 

●石橋町長（石橋良治）  番外。 

●議長（辰田直久）  石橋町長。 

●石橋町長（石橋良治）  本日提案いたします議案は、教育委員会委員の任命の同意につ

いて、でございます。よろしくお願い申し上げます。それでは議案第８８号、教育委員

会委員の任命の同意についての提案理由をご説明申し上げます。本議案は１１月１９日

に人気満了を迎える寺本惠子教育委員会委員の後任として、服部智子氏を任命いたした

く、議会の同意を求めるものでございます。任期は、地方教育行政の組織及び運営に関

する法律第５条の規定により、４年間となります。服部氏は、平成１６年、邑南町民生

児童委員として勤務されて以来、現在にいたるまで社会福祉の増進や地域の子どもたち



が安心して暮らせるように相談や支援を行っておられます。またこれまで多くの学校で

講師として勤務されており、現在は県立矢上高校の非常勤講師として勤務されるなど、

学校教育に精通されている方でございます。人格、識見ともに優れ、教育委員会委員と

して適任であると考えますので、よろしくお願いいたします。 
●議長（辰田直久）   以上で、提出者からの説明は終了いたしました。 

～～～～○～～～～ 
（議案の質疑） 

●議長（辰田直久） これより議案第８８号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久） 無いようでございますので、議案第８８号に対する質疑を終わります。 

～～～○～～～～ 
（議案の討論、採決） 

●議長（辰田直久）  これより、議案の討論、採決に入ります。議案第８８号に対する反対討

論はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 
●議長（辰田直久）  賛成討論はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 
●議長（辰田直久）  無いようですので、討論を打ち切り、これより採決に入ります。議案

第８８号について、原案に同意する事に賛成の方の挙手を求めます。 
（全員挙手） 

●議長（辰田直久）  全員賛成、したがって、議案第８８号、教育委員会委員の任命の同意に 

つきましては、原案に同意することに決定をいたしました。 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 
閉会宣告 

●議長（辰田直久）  以上で、本臨時会に付議されました案件は、すべて議了しましたので、

これをもって、本臨時会を閉会といたしたいと思います。これにご異議はございませんか。 
（「異議なし」の声あり） 

●議長（辰田直久）  異議なしと認めます。したがって、本臨時会を閉会することに決定をい

たしました。これをもって、平成２７年第８回邑南町議会臨時会を閉会といたします。 

 

―― 午前９時５０分 閉会 ―― 

 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 
寺本教育委員長退任挨拶 

●議長（辰田直久）  さきほど、寺本教育委員長さんのほうから皆様方にご挨拶を申し上げた



いとの申し出がございましたので、ここで少し時間を頂きたいと思いますので、よろしく

お願い致します。それでは寺本教育委員長お願いします。 
●寺本教育委員長（寺本惠子）  一言ご挨拶を申し上げます。私、平成１９年に教育委員

を拝命致しまして、２期８年間、学校教育、社会教育のそれぞれの環境づくりの、お手

伝いをさせて頂いてまいりました。この間及ばずながら、職務を遂行できましたことは、

皆様方のお力添えのお陰と深く感謝しております、ありがとうございました。教育を巡

る課題は年毎に多様化してまいりまして、私ども教育委員会も、教育の現場と連携を密

にしながら対応を進めてきたところでございます。日本一の子育て村を目指して、まち

づくりをすすめております、邑南町の施策の根幹をなす教育を、さらに充実をさせてい

くこと、そして、この町に住む子ども自身が、一人一人が幸せを実感をすることができ、

そして、何年か十何年か後に、ああ、あの頃幸せだったなあと、思い起こすことができ

るような、教育環境をさらにつくっていくことにお力をお貸し頂くように、お願いを致

しまして、お礼のご挨拶とさせて頂きます。ありがとうございました。 

●議長（辰田直久）  なお、教育委員長が退任される日は、１１月１９日でございますが、

臨時会が開催されると言うことで、この場でのご退任のご挨拶となりました。寺本さん

におかれましては、どうぞ今後とも健康に十分ご留意を頂きまして、引き続きご指導賜

りますよう、よろしくお願い申し上げます。以上で寺本教育委員長のあいさつを終わら

せて頂きます。大変ご苦労様でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

会議の経過を記載して、その相違ないことを証するためここに署名する。 
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