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平成30年度第２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５月17日(木) 13時57分から14時26分 

２ 場所  ホテルグランテラス帯広 ２階カトレア 

３ 出席委員 

  会 長 菅野 勇次(幕別町) 

  副会長 宮原 達史(音更町） 

  監 事 笹原 博 (広尾町)  

武田 孝憲(芽室町)   

  委 員 堀江 博文(士幌町)  大井 和行(鹿追町)  武田 芳秋(新得町) 

      伊藤 登 (清水町)  高橋 雅人(中札内村) 荻原 正 (更別村) 

      板谷 裕康(大樹町)  笹原 博 (広尾町)  加賀 学 (池田町) 

  久門 好行(浦幌町)  佐々木基裕(本別町)  藤代 和昭(足寄町) 

野下 純一(陸別町) 

４ 欠席委員  小堀 雄二(上士幌町) 

５ 代理出席  石王 良郎（上士幌町：教育推進課長） 

６ 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   

      学校教育係主査 塚本 真敏 

７ オブザーバー（十勝教育局）  教育支援課長 西川 忠克  教育支援係長 大和田 孝一   

８ 傍聴者 なし 

９ 協議 

（菅野会長） 

 ただ今から、平成30年度第２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。 

 はじめに、私、この度５月12日付けで田村の後任として幕別町教育委員会教育長に就任いたしました菅野と申

します。不慣れではありますが、本年度の協議会運営を進めてまいりたいと考えておりますので、皆様方のご協

力をよろしくお願いいたします。 

また、本日は２町村の教育長も新たに就任されておりますのでご紹介いたします、中札内村の高橋教育長です。 

 

（高橋委員） 

 皆さん、こんにちは。昨日５月 16日付けで任命を受けました、高橋でございます。教育行政まだまだ不慣れな

部分がありますので、よろしくお願いいたします。 

 

（菅野会長） 

ありがとうございます、次に本別町の佐々木教育長です。 

 

（佐々木委員） 

 皆さん、こんにちは。５月12日付けで中野教育長の後任として就任いたしました。何もまだわかりませんので、

皆さんご指導のほどよろしくお願いいたします。 

 

（菅野会長） 

ありがとうございました。では、さっそく、会議に入りたいと思います。 

本日ご協議いただく案件は２件であります。 

 １件目は、規約第11条の規定に基づく調査委員会設置に係る規則の制定、２件目は規則の決定をいただきまし

た後、調査委員会委員の推薦町村の指定について、ご協議いただくものでありますので、どうぞよろしくお願い

いたします。 

 議事に入ります前に、事務局から事務報告をいたします。 

 

（岡田学校教育係長） 

本日出席の委員につきましては、上士幌町が代理出席のほか、全員のご出席いただいており、規約第９条第４
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項の規定による３分の２以上の出席がありますので、本会議が成立しておりますことを報告いたします。 

 また、十勝教育局から西川教育支援課長、大和田教育支援係長のご出席をいただいております。以上です。 

 

（菅野会長） 

 それでは「協議案第３号 平成 30年度第12地区教科書採択地区調査委員会規則の制定について」を議題といた

します。事務局から説明いたします。 

 

（岡田学校教育係長） 

まず議事に入る前に、議案書開いていただいて１ページに２議事（１）「協議案第３号 平成30年度第12地区

教科書採択地区調査委員会規則の制定について（資料１、資料２）」とありますが、資料２を削除願います。誤っ

た資料を添付しておりましたので、先ほど回収させていただきました。大変申し訳ございません。 

よろしければ、「協議案第３号 平成30年度第12地区教科書採択地区調査委員会規則の制定について」、ご説明

申し上げます。議案書の２ページになります。 

 今回制定いたします調査委員会規則につきましては、協議会規約第 11条の規定に基づき、平成 31年度から使

用する中学校用教科用図書、特別の教科、道徳及び附則第９条図書に関する専門的な調査研究を行わせ、その結

果を報告させるとともに、必要に応じて意見を聴くため、制定するものであります。 

 なお、資料１としてお配りしておりますが、北海道教育委員会より通知のありました、教義第 555号に準拠し

た内容となっております。 

 それでは条文に従いまして、ご説明いたします。 

第１条は、調査委員会の役割で、道徳の中学校用教科用図書及び附則第９条図書に関する研究をするものであ

ります。 

第２条では、調査委員会の委員定数を中学校道徳６名、附則第９条図書６名の計 12名と定め、町村教育委員会

の推薦に基づき、協議会が決定すると規定しております。また、調査委員会は、町村立義務教育諸学校の校長、

教頭、主幹教諭及び教諭、町村教育委員会の指導主事等、学識経験者または、保護者をもって構成するものであ

ります。 

第３条は、調査委員の欠格事項になります。概略を説明いたしますので、３ページの別記をご覧ください。 

調査委員となることができない者として、第１項は、教科用図書発行者の役員や従業員、またはこれらの配偶者、

三親等内の親族。 

第２項は、事実上、教科用図書発行者の事業の運営に重要な影響を有している者 

第３項は、教科用図書の供給の事業を行う者とその従業員 

第４項は、過去に特定の教科用図書の奨励や排除のために宣伝を行った者 

第５項は、教科用図書の採択を行う年の３月 31日から遡った４年間、第１号から第５号に掲げる教科用図書等

の著作または編集に関与した者 

第６項は、第５項１号から５号に掲げる者が団体である場合には、その団体の役員及びこれに準ずる者、と規

定しております。 

２ページにお戻りいただき、第４条は、調査委員会の運営で、調査委員会は協議会の会長が招集すること等を

規定し、第５条は、調査研究の方法で、教科用図書の発行者が作成する教科書編集趣意書及び道教委が作成する

採択参考資料を参考とすること、第６条は、調査委員会の設置期間で、本日平成 30年５月 17日から平成30年８

月31日までとしております。 

３ページをご覧ください、第７条は補則で、この規定の定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事

項は、委員長が調査委員会に諮って定めることとしております。 

附則第１項は施行日で、この規則は平成 30年５月 17日から施行し、第２項で、この規則は、平成 30年８月 31

日限りその効力を失うことを規定しております。 

 なお、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、道教委通知、教義第 555号において、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、十勝教育局ともその取扱いについて協議いたしまし

たが、通知のとおりの取り扱いとして、当協議会としては調査委員会を設けず、採択の決定を行うことが可能で

あるとの回答がありましたので、調査委員会を設けないことをここで報告いたします。 

 以上で説明を終わらせていただきます、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 
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（菅野会長） 

 ただいま、事務局から説明がありました。 

 ご質問を受けたいと思います。何かございませんか。 

 

（委員一同） 

 なし。 

 

（菅野会長） 

 お諮りいたします。 

 「協議案第３号 平成30年度第 12地区教科書採択地区調査委員会規則の制定について」、原案のとおり決定す

ることに、ご異議ございませんか。 

 

（委員一同） 

 異議なし。 

 

（菅野会長） 

 異議なしと認め、原案のとおり決定いたします。 

次に、「協議案第４号 平成30年度第12地区教科書採択地区調査委員会委員の推薦町村の指定について」を議

題といたします。事務局から説明いたします。 

 

（岡田学校教育係長） 

 「協議案第４号 平成30年度第 12地区教科書採択地区調査委員会委員の推薦町村の指定について」、ご説明申

し上げます。議案書の４ページになります。 

 調査委員会の委員につきましては、協議会規約第 11条第３項の規定に基づき、協議会が推薦すべき町村を指定

し、その後、町村教育委員会からの推薦に基づき、協議会が決定することとなっております。 

 ５ページの表、平成 30年度「特別の教科道徳」中学校教科用図書調査委員（案）及び６ページの表、平成 30

年度教科用図書(附則９条)調査委員（案）をご覧ください。 

 この表のとおり、調査委員会規則第２条第１号及び第２号に該当する教諭等につきましては、管内の道徳サー

クル員や北海道道徳教育推進委員のいる町村から、方面と次年度の調査委員の見込みも考慮して、また、第３号

の学識経験者・保護者は、保護者等の負担を考え、会場となります幕別町に近い町村から方面のバランスを考慮

して町村ごとの委員の案を示させていただきました。 

 なお、調査委員名の公表につきましては、採択の公正確保の観点から、採択終了後とすることが適当である旨、

北海道教育委員会教育長発出の採択基準でも示されておりますので、調査委員個々におかれましても、自覚され

るようお伝えいただきたいと思います。 

 次に、調査委員会委員の謝金及び費用弁償の取扱いにつきましてご説明いたします。 

 資料３をご覧ください。 

 謝金につきましては、調査委員会規則第２条第３号に規定する、採択地区内の学識経験者又は保護者である調

査委員には 5,000円を支給し、このほか、調査委員全員に費用弁償として鉄道・バス利用の場合は実費、自家用

車の場合は１㎞につき 30円、また、日当として 1,000円を支払うこととしております。 

 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

 

（菅野会長） 

 ただいま、事務局から説明がありました。 

 ご質問を受けたいと思います。何かございませんか。 

 

（加賀委員） 

 表の見方を教えていただきたいのですが、例えば池田であれば、道徳に白○がついており、人数に１と入って

おりますが、どのように解釈すればよいでしょうか。 

（岡田学校教育係長） 

 池田町で言いますと、白○ですので、教頭先生を選出していただきたいということと、１というのは人数にな
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りますので、教頭先生を１名選出していただきたいということになります。 

 

（加賀委員） 

 人数が12名というのは。 

 

（岡田学校教育係長） 

 道徳で６名、附則９条図書で６名の合計で 12名ということになります。 

 

（菅野会長） 

 よろしいでしょうか。ほかにございませんか。 

 

（萩原委員） 

 この後説明があるかもしれないのですが、推薦委員の報告などはどのようになっているでしょうか。 

 

（岡田学校教育係長） 

 スケジュール的なものについては、その他で説明をさせていただきます。 

 

（菅野会長） 

 よろしいでしょうか。ほかにございませんか。 

 

（委員一同） 

 なし。 

 

（菅野会長） 

 お諮りいたします。 

 「協議案第４号 平成30年度第 12地区教科書採択地区調査委員会委員の推薦町村の指定について」、原案のと

おり決定することに、ご異議ございませんか。 

 

（委員一同） 

 異議なし。 

 

（菅野会長） 

 異議なしと認め、原案のとおり決定いたします。 

 各教育委員会におかれましては、調査委員の推薦について、よろしくお願いいたします。 

 以上で、すべての議事を終了いたしました。 

 次に、先ほどご質問もありましたが、スケジュール等も含めてその他に入りたいと思います。 

では、その他といたしまして、「（１）教科用図書に係る協議が調わなかった場合の議決方法等について」、事務

局から説明いたします。 

 

 

（岡田学校教育係長） 

 教科用図書に係る協議が調わなかった場合の議決方法等につきまして、ご説明いたします。 

 教科用図書の協議につきましては、平成 27年６月22日に改正しました第 12地区教科書採択教育委員会協議会

規約第９条第３項に『原則として委員全員の一致により議決するものとする。ただし、十分な議論を尽くしても

委員全員の意見が調わない種目については、委員（前項の代理人含む）による採決を行い、過半数の同意をもっ

て議決するものとし、可否同数のときは、会長の決するところによる。』と規定されております。 

協議が調わなかった場合の取扱いについて、規則で定めているところではありますが、再度確認するものであ

ります。 

 なお、法改正後の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条第５項において、「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
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択しなければならない。」と規定されているところであります。 

このようなことは無いものと思われますが、協議会の選定結果と異なる教科用図書を採択しようとする教育委

員会にあっては、第 12地区から独立するか、又は教科書無償法の適用を受けずに教科用図書を決定することにな

りますが、いずれの場合も自ら調査のうえ、採択しようとする教科書の優位性を地域住民、北海道教育委員会等

に対して説明する責任を有することとなりますので申し添えます。 

以上で説明を終わらせていただきます。 

 

（菅野会長） 

 ただいま事務局から説明がありました。この件については、よろしいですか。 

 

（委員一同） 

 はい。 

 

（菅野会長） 

 次に、「（２）今後の日程について」、事務局から説明いたします。 

 

（岡田学校教育係長） 

 今後の日程につきまして、ご説明いたします。資料４をご覧ください。 

 次回の協議会では、推薦いただいた調査委員を決定することとなります。 

 先に日程調整をさせていただきましたが、議会等との兼ね合いもあり、なかなか全委員に出席いただける日程

が無く、今後の調査委員会のスケジュールや会場の空き状況等を考慮し、次回の第３回協議会は、来月６月 21

日(木)午後２時から十勝教育研修センターにおいて開催いたします。 

 また、第４回協議会におきましては、各調査委員会からの報告と質疑応答及び協議を、第５回協議会におきま

しては、教科用図書を種目毎に２種に絞り込み、最終となります第６回協議会では１種の教科用図書を決定いた

だく予定になっております。 

 特に第６回協議会につきましては、協議会規約第９条第２項の規定に基づき、「教科用図書を種目ごとに１種決

定するための協議を行う会議は、委員全員が出席しなければ会議を開くことができない」と定められており、ま

た、帯広市を採択地区とする第 21地区協議会と同日付けにて開催するよう調整しておりますことから、万障繰り

合わせのうえ、ご出席いただきますようお願いいたします。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

 

（菅野会長） 

 ただいま事務局から説明がありましたように、第３回協議会を６月 21日(木)、午後２時から十勝教育研修セン

ターで開催いたします。 

 また、教科用図書の最終決定となる８月３日の第６回協議会につきましては、全委員の出席が必要となります

ので、日時の確保につきまして、特段のご配慮をいただきますようお願いいたします。 

 開催案内につきましては、その都度ご案内いたしますので、よろしくお願いいたします。 

 次に、「（３）調査委員の推薦手続きについて」、事務局から説明いたします。 

 

（岡田学校教育係長） 

 調査委員の推薦手続きにつきまして、ご説明いたします。 

 資料５をご覧ください。 

 １点目は、調査委員の推薦についての依頼文書であります。調査委員としての欠格条項等にご留意いただき、

６月８日(金)までに２ページの別紙１により推薦をお願いいたします。 

 ２点目は、調査委員の委嘱についてであります。３ページに委嘱状の様式を掲載しておりますので、第３回協

議会での決定後、６月 21日(木)から６月29日(金)の第１回調査委員会前日までに各町村の教育委員会から委嘱

状の交付をお願いいたします。 

 ４ページは、承諾・承認書の様式、５ページは欠格条項に該当しないことの誓約書の様式、６ページは、旅費

の明細書の様式、７ページは、各教育委員会会議の議案例であります。６ページの別紙５、旅費の明細書につき

ましては、６月 29日(金)に予定しております第１回調査委員会の際に提出いただきますようお願いいたします。 
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 最後に調査委員会の日程ですが、合計で３回予定しております。 

 １回目は６月29日(金)の午後２時から、２回目の道徳については７月13日(金)、附則９条図書については 17

日(火)、３回目は７月20日(金)のいずれも午前10時から午後５時頃までを予定しております。また、会場は、

幕別町の十勝教育研修センターと附則９条図書におきましては、帯広養護学校内で行う予定としておりますので、

調査委員の内諾を得る際、併せてお話いただきたいと思います。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

 

（菅野会長） 

 この件については、よろしいですか。 

 

（委員一同） 

 はい。 

 

（菅野会長） 

 それでは、皆様方から他に何かございませんか。 

 

（委員一同） 

 なし。 

 

（菅野会長） 

 それでは、以上をもちまして、平成 30年度第２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。

お疲れ様でした。 


