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平成30年度第１回第１２地区教科書採択教育委員会協議会の概要 

 

１ 日時  平成30年４月11日(水) 14時52分から15時20分 

２ 場所  十勝教育研修センター 第２研修室 

３ 出席委員 

  会 長 武田 孝憲(芽室町) 

  副会長 田村 修一(幕別町） 

  監 事 笹原 博 (広尾町)  

宮原 達史(音更町)   

  委 員 堀江 博文(士幌町)  小堀 雄二(上士幌町) 大井 和行(鹿追町) 

      武田 芳秋(新得町)  伊藤 登 (清水町)  上松 丈夫(中札内村) 

      荻原 正 (更別村)  板谷 裕康(大樹町)  加賀 学 (池田町) 

  山本 芳博(豊頃町)   久門 好行(浦幌町)   中野 博文(本別町)     

    藤代 和昭(足寄町)  野下 純一(陸別町) 

４ 欠席委員  なし 

５ 出席した事務局職員（幕別町教育委員会） 

      教育部長 岡田 直之  学校教育課長 山端 広和  学校教育係長 岡田 篤 

６ オブザーバー（十勝教育局）  欠席   

７ 傍聴者 なし 

８ 協議 

（岡田教育部長） 

 皆さん、こんにちは。会議に先立ちまして、１点ご提案させていただきます。 

平成30年度の新会長が決まるまで、現会長であります芽室町教育委員会の武田教育長に、仮議長を務めていた

だきたいと思いますが、ご異議ございませんでしょうか。 

 

（異議なしの声） 

 

それでは、武田教育長、お願いいたします。 

 

（武田会長） 

 皆さん、こんにちは。新会長が選出されるまでの間、現会長の私が仮議長を務めさせていただきます。よろし

くお願いします。 

それでは、平成30年度第１回第１２地区教科書採択教育委員会協議会を開催いたします。 

出席者は議案表紙の裏面にありますが、委員の皆さん、全員出席となってございます。また、この協議会の助

言者として、十勝教育局教育支援課教育支援係 大和田係長がこちらに向かっている途中とのことですので、会

議中には到着されるものと思っております。 

 さっそくではございますが、議事に入らせていただきたいと思います。「協議案第１号 平成30年度第12地区

教科書採択教育委員会協議会の役員改選について」を議題といたします。 

 議案書の２ページ目をお開きいただいたいと思います。協議会の規約においては、毎年度、会長、副会長を委

員の互選により選出するという定めがありますが、当協議会におきましては、２ページ中ほどに記載があります

ように、２点の申し合わせ事項がございます。 

１点目は、会長は音更町、芽室町、幕別町の３町で持ち回りをすること。 

２点目は、小・中学校いずれかの教科採択事務を終えてから、会長を交代するということ。 

以上、２点の申し合わせ事項を踏まえまして、役員改選につきまして、ご意見をお願いしたいと思います。 

 大井委員。 

 

（鹿追町 大井委員） 

 私の方から発言させていただきます。先ほど説明がありましたように、会長は、３町持ち回りということです

ので、次期会長に幕別町の田村教育長、副会長には音更町の宮原教育長、監事には芽室町の武田教育長、同じく

監事に十勝管内教委連協議会教育長部会長であります広尾町の笹原教育長にお願いしたいと思います。以上でご
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ざいます。 

 

（武田会長） 

 只今ご意見をいただきましたけれども、ほかに、ご意見ありませんか。 

 

（委員一同） 

 なし。 

 

（武田会長） 

 ほかにご意見がないようですので、「協議案第１号 平成３０年度第１２地区教科書採択教育委員会協議会の役

員改選について」は、ご意見にありましたように、会長に幕別町の田村教育長、副会長に音更町の宮原教育長、

監事に広尾町の笹原教育長、同じく監事に私、芽室町の武田ということで決定させていただいてよろしいでしょ

うか。 

 

（委員一同） 

 はい。 

 

（武田会長） 

 それでは、以上のとおり決定いたしました。 

 この後の議事は、新会長の幕別町教育委員会田村教育長により進めていただきますので、仮議長を退任いたし

ます。ありがとうございました。 

 

（田村会長） 

 ただいま、ご選任いただきました、幕別町の田村でございます。今年度、第１２地区教科書採択教育委員会協

議会において会長を務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 本年度につきましては、平成 31年度から使用する中学校道徳科と小学校用教科書の採択に関して協議しなけれ

ばならないとなりますので、皆様のご協力を得て進めてまいりたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

それでは、始めに本年度私会長で、事務局が幕別町教育委員会となりますので、各自自己紹介いたします。 

 

（岡田教育部長） 

 皆さん、こんにちは。幕別町教育委員会教育部長の岡田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（山端学校教育課長） 

 皆さん、こんにちは。学校教育課長の山端と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（岡田学校教育係長） 

 皆さん、お世話になります。学校教育係長の岡田と申します。これから一年お世話になります。よろしくお願

いいたします。 

 

（田村会長） 

 あと、担当といたしまして、学校教育係主査の塚本というものが来ております。今席を外しておりますが、よ

ろしくお願いします。 

 では早速議事に入らせていただきます。「報告第１号 平成２９年度第１２地区教科書採択教育委員会協議会決

算について」、さらに関連がありますので、「報告第２号 平成２９年度第１２地区教科書採択教育委員会協議会決

算監査報告について」を、一括議題といたします。 

最初に、「報告第１号 平成２９年度第１２地区教科書採択教育委員会協議会決算について」を、事務局から説

明いたします。 

 

（岡田学校教育係長） 

 「報告第１号 平成２９年度第１２地区教科書採択教育委員会協議会決算について」をご説明申し上げます。 
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３ページをお開きください。 

 はじめに、収入についてでありますが、予算総額 800,000円に対しまして、決算総額は 794,431円であります。

内訳は、分担金、繰越金及び預金利息であります。 

  次に、支出についてでありますが、予算総額 800,000円に対しまして、決算総額 755,758円であります。内

訳は会議費 13,500 円、調査委員会委員謝金 50,000 円、調査委員会委員旅費 116,680 円、事務局臨時職員賃金

364,000円、需用費30,487円、役務費 9,712円、借り上げ料 171,379円となっております。 

 なお、収入・支出の差引残額は 38,673円となり、翌年度へ繰越しするものであります。 

 以上で説明を終わります。 

 

（田村会長） 

 続きまして監査報告をお願いします。 

 

（宮原副会長） 

 私の方から監査報告させていただきます。 

去る３月29日に第１２地区教科書採択教育委員会協議会の収支決算につきまして、私と広尾町の笹原教育長の二

人で監査を実施しました。 

その中で関係書類等その他の証書類と照合した結果、適正に処理されているので監査報告いたします。 

 以上でございます。 

 

（田村会長） 

ただいま、決算の説明と監査報告がございましたがご質問等、なにかございませんか。 

 

（委員一同） 

 なし。 

 

（田村会長） 

質疑なしと認めます。質疑がないようですので「報告第１号 平成２９年度第１２地区教科書採択教育委員会協

議会決算について」、及び「報告第２号 平成２９年度第１２地区教科書採択教育委員会協議会決算監査報告につ

いて」を、報告のとおり承認することにご異議ありませんでしょうか。 

 

（委員一同） 

 なし。 

 

（田村会長） 

 異議なしと認め、報告のとおり承認するものといたします。 

 続きまして、「協議案第２号 平成３０年度第１２地区教科書採択教育委員会協議会予算案について」を議題と

いたします。 

事務局から説明をいたします。 

 

（岡田学校教育係長） 

 「協議案第２号 平成３０年度第１２地区教科書採択教育委員会協議会予算について」をご説明申し上げます。 

議案書の５ページをご覧ください。 

 はじめに、支出についてでありますが、本年度は、平成 31年度から使用する中学校用教科用図書（道徳科）及

び附則第９条図書の共同採択に向けての決定の年にあたりますことから、調査委員会に係る経費を計上しており

ます。 

 別添の説明資料１の３ページをご覧ください。会議費は、協議会並びに調査委員会開催にかかるお茶代であり

ます。 

調査委員会委員謝金は、調査委員会の委員のうち非公務員委員に対し支払う謝金を計上しております。 

単価は、１日当たり 5,000円としており、平成 21年度の申し合わせで決定した額ではあり、据え置きとしており

ます。 
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調査委員会委員旅費は、すべての調査委員会委員に支払う旅費であります。この旅費につきましても、平成 21

年度の申し合わせで決定した額により、算出しております。 

事務局臨時職員賃金は、事務局に置く臨時職員の賃金を 50 日分計上しております。単価につきましは、日額

7,420円を計上したものであります。 

需用費は、会議開催にかかりますコピー用紙等の購入費を計上しております。 

役務費は、情報公開に係る郵便料と調査委員に旅費等を直接支払うことができない場合の振り込み手数料を計

上しております。 

借上料は、コピー機の借上料を計上しております。 

議案の５ページにお戻りください。支出では、このほかに予備費として 8,000 円を計上し、予算総額 811,000

円で、前年度に比較し 11,000円の増であります。 

 次に、収入についてであります。構成町村からの分担金につきましては、昨年中に各教育委員会に額の提示を

させていただいたところでありますが、分担金合計で 770,000円、前年度からの繰越金として 38,673円、情報公

開に係る手数料として 1,900円、雑収入として 427円を計上し、予算総額 811,000円で、前年度に比較し 11,000

円の増であります。 

 以上でございます。 

 

（田村会長） 

 ただいま事務局から、平成30年度予算案について説明がありました。 

 昨年の11月にも予算案をお知らせしたところですが、ご質問をお受けしたいと思います。ご質問ありますか。 

 

（委員一同） 

 なし。 

 

（田村会長） 

 質疑なしと認めます。それでは、「協議案第２号 平成３０年度第１２地区教科書採択教育委員会協議会予算案」

について、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

（委員一同） 

 異議なし。 

 

（田村会長） 

 異議なしと認めます。原案のとおり決定いたします。 

 以上ですべての議事を終了いたしましたが、その他の事項といたしまして、平成 31年度から使用する中学校用

教科用図書の採択日程について、事務局から説明いたします。 

 

（岡田学校教育係長） 

 平成31年度から使用する中学校用教科用図書の採択日程案について、ご説明申し上げます。別添の資料２をご

覧ください。 

 表の左側には協議会の日程を、右側には調査委員会の日程を記載しております。 

 これまでの採択年度の日程を参考に案としてお示しいたしました。 

 今後、５月中旬から下旬の間に第２回目の協議会を、これにつきましては、昨年同様、十勝管内教育委員会連

絡協議会の総会に合わせて開催の予定です、また、６月中旬に第３回目の協議会を開催し、調査委員会規則の制

定と調査委員会の委員の決定を行い、７月中旬から下旬にかけて４回の調査委員会を開催、同じく７月下旬に協

議会において審議のうえ、教科用図書の決定を進めてはどうかと考えております。 

 また、平成29年10月18日付け教義第 1188号で北海道教育庁学校教育局義務教育課長より通知のありました

「平成 31年度使用小学校用教科書」の採択につきましては、平成 26年度採択における調査研究の内容等を活用

できることとなっており、その取扱いにつきましては、今後十勝教育局と協議を進めていく予定でありますこと

を申し添えます。 

今年度は、幕別町が事務局となり、概ねこのような日程で取り進めていこうと予定しておりますので、よろし

くお願いいたします。 
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 以上で資料の説明を終わります。 

 

（田村会長） 

 ただいま、事務局から、平成 31年度から使用する中学校の教科用図書（道徳科）及び附則第９条図書の採択日

程についての説明がありました。 

 ５月中旬につきましては、教委連の総会に合わせて実施するということになりますが、この日程がまだ決まっ

ていないということでご承知おきください。また、それ以降につきましても、こちらで日程を組みましたので、

これに合わせていただいて、日程調整をしていただければありがたく思います。ただ、６月につきましては、各

町村議会がありますので、議会の日程等により欠席となる場合もあろうかと思いますので、その際は代理の方に

出席をいただくようお願いいたします。最終の決定日につきましては、以前は必ず出席ということになっていま

したが、今は代理の者でもということになっております。いずれにいたしましても、早めに日程調整をしていた

だければと思います。 

 また、もう１点、小学校用教科書の採択につきましては、学習指導要領が変わって１年でまた変更になってし

まう可能性があることから、先ほどご説明しましたとおり、平成 26年度に採択したものをそのまま活用できると

なっておりますので、平成 26年度に採択したものを１年延長するという方向で、道教委と協議しておりますので、

また、次回にご説明できるかと思います。 

委員のみなさまから、何かご意見、ご質問等はございますか。 

  

（なしの声あり） 

 

（田村会長） 

 それでは、以上をもちまして平成30年度第１回第12地区教科書採択教育委員会協議会を終了いたします。お

疲れさまでした。 


