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１ 開会のことば

○事 務 局 ただいまから、平成２９年度第１回埼玉県第五採択地区教科用図書採択協議会

を開会いたします。

２ あいさつ

○事 務 局 第五採択地区事務局を代表いたしまして、和光市教育委員会教育長があいさつ

を申し上げます。

○代 表 大変忙しい中、本協議会にお集まりいただきましてありがとうございました。

事務局を代表しまして一言ご挨拶を申し上げます。平成２６年４月から教科書採

択地区が細分化され、朝霞市と和光市で第五採択地区となり、２市による採択に

ついては、現在中学校で使っている教科書の採択以来となるのではないかと思い

ます。今回の採択については、平成２５年の1月に第二次安倍内閣が教育再生実

行会議を設置いたしました。それと同時に大津市のいじめ問題が、かなり社会問

題化され、教育再生実行会議等で議論がされ、教育再生実行会議の提言が平成２

６年２月に中央教育審議会に出されました。そして、特別の教科道徳の新設に関

する審議が行われ、平成３０年度より小学校で、平成３１年度より中学校で完全

実施等が設置されたということです。学校現場では、小学校では平成３２年度よ

り新しい学習指導要領がスタートしますので、道徳についても、そうかな、と予

想がつきましたけれども、前倒しということで来年度から小学校では、特別の教

科道徳 ということで、授業がスタートいたします。今回は小学校道徳の教科書

が採択となりますが、来年は、続いて中学校 道徳の採択。そして、さらに、来

年度については現在使われている小学校教科用図書の採択。教科書が４年ごとに

変更になりますので、本年度から約４年間、採択の時期が続きますけど、各市教

育委員会の皆様には大変お手数をかけることが多くなるかと思いますけど、ご協

力をお願いいたします。なお、教科用図書の採択の協議については公平且つ慎重

に進めなければなりません。協議委員の皆様におかれましては、その任務が十分

に果たされるよう、また、教科用図書の研究調査を行う調査員をしっかりおいて、

十分な調査研究ができるようにしてまいりたいと思います。学校とっては、初め

ての取組みとなる 特別の教科 道徳 の教科書の採択です。今日は第１回目と

いうことでこれからどのように協議会を進めていくか、ということで、重要な会

議となりますのでご協力をいただければと思います。どうぞよろしくお願いいた

します。

３ 協議

○事 務 局 ありがとうございました。

次に、事務局より、第五採択地区協議会規約等について説明させていただきます。

この規約に関しましては、平成２９年４月２７日までに行われた、各市定例教育

委員会にて承認されておりますので、ご了承ください。

なお、会議に先立ちまして、記録についてですが、要点のみ記録することでよろ

しいですか。また、発言者については、議長や委員Ａという形でよろしいでしょ

うか。なお、記録作成のため、録音させていただきますが、記録作成が済みまし

たら、消去するということでよろしいですか。



これまでに、準備のために教科書採択事務主管課長会議を１回開催してきており

ます。では、事務局より説明申し上げます。

○事 務 局 それでは説明を申し上げます。お手元の資料１ページ目よりご覧ください。こち

らが、「第五採択地区協議会規約」になります。この規約につきましては、文部

科学省より提示された規約例をもとに、作成しております。それでは読み上げさ

せていただきます。

第五採択地区協議会規約

第一章 総 則

（目的）

第一条 この採択地区協議会（以下「協議会」という。）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（昭和３８年法律第１

８２号）第１３条第４項の規定に基づき、第五採択地区内の市立小学

校及び中学校において使用する教科用図書の採択について協議を行

うことを目的とする。

（名称）

第二条 協議会は、第五採択地区協議会という。

（協議会を設ける市の教育委員会）

第三条 協議会は、次に掲げる市の教育委員会（以下「関係市教育

委員会」という。）がこれを設ける。

一 朝霞市教育委員会

二 和光市教育委員会

第二章 組 織

（組織）

第四条 協議会は、委員１２人以内をもって組織する。

（委員）

第五条 委員は、次に掲げるものをもって充てる。

一 関係市教育委員会の教育長及び委員

二 関係市の保護者の代表２名

２ 委員の任期は、１年とする。ただし、任期の途中で委員が交代し

た場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（会長）

第六条 会長は、関係市教育委員会が協議して定めた市の教育委員会

の教育長である委員をもって充てる。ただし、協議して定めた市に教

育委員長が在職している場合は教育委員長である委員をもってこれに

充てる。

２ 会長の任期は、１年とする。ただし、任期の途中で会長が交代した場合

における後任の会長の任期は、前任者の残任期間とする。



（会長の職務代理）

第七条 会長は、会長に事故があるときにその職務を代理する委員を

あらかじめ指名する。

（庶務）

第八条 協議会の庶務は、会長が所属する教育委員会において処理する。

第三章 会 議

（会議の招集）

第九条 協議会の会議は、会長が招集する。

２ 委員６人以上の者から会議の招集の請求があるときは、会長はこ

れを招集しなければならない。

３ 会議開催の場所及び日時は、会議に付議すべき案件とともに、会

長があらかじめこれを委員に通知しなければならない。

（会議の運営）

第十条 協議会の会議は、委員の過半数かつ会長及び会長が所属する

教育委員会を除く関係市教育委員会に所属する委員それぞれ１名以

上が出席しなければ、開くことができない。

２ 会長は、協議会の会議の議長となる。

３ 協議会の会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、協議

会の会議で定める。

４ 協議会の委員は、会議に関わる事項において、知り得た内容を外

部に漏らしてはならない。

（教科用図書の選定の方法）

第十一条 教科用図書の選定は、第１３条第４項の報告及び埼玉県教

育委員会が作成した選定のための資料を参酌し、協議会の会議におい

て協議し、委員全員の一致によって決する。

２ 前項の協議が調わない種目があるときは、委員は、当該種目につ

いてそれぞれ選定すべきと考える教科用図書に投票を行い、過半数

の投票を得た教科用図書を選定する。

３ 前項の場合において、過半数の投票を得た教科用図書がないとき

は、最多数の投票を得た２種類の教科用図書について投票を行い、多

数を得た教科用図書を選定する。

４ 前項の場合において、投票を行うべき２種類の教科用図書及び選

定する教科用図書を定めるに当たり得票数が同じときは、協議の経過

を勘案し、会長がこれを決する。

（選定した教科用図書の通知）



第十二条 前条の規定により教科用図書を選定したときは、会長は、

遅滞なく関係市教育委員会に対して、選定した教科用図書の種類及び

当該教科用図書を選定した理由を通知するものとする。

第四章 調査員

第十三条 協議会に、教科用図書の選定に必要な教科用図書の調査研究を行う

ため、調査員を置く。

２ 調査研究は志木市、新座市が構成する第六採択地区の調査員と共

同で行う。

３ 調査員は、第五及び第六採択地区内の学校の校長若しくは教頭、

主幹教諭、教諭等を充て、種目ごとに原則として５名とする。ただし、

国語は書写を含め、社会は地図を含め、７名までとする。

４ 調査員は、見本の送付があった全ての教科用図書の調査研究を行い、種目

ごとに調査研究の結果を取りまとめた資料を作成し、協議会の会議に報告する。

５ 調査員は、調査の内容及びその他調査に関わる事項において、知

り得た内容を外部に漏らしてはならない。

第五章 協議会の公開及び議事録、資料の公表

第十四条 協議会は公開とする。ただし、出席した委員の３分の２以

上の多数で議決したときは非公開とする。

２ 協議会の会議の議事録及び前条第４項の資料については、関係市

教育委員会において、教科用図書を採択した後、遅滞なく公表する。

第六章 経費の支弁の方法

第十五条 協議会に要する費用は、関係市の協議により決定した額につ

いて、関係市が負担する。

附則

この規約は、平成２９年４月２７日から施行する。

以上になります。平成２７年度の規約から、いくつか改正点がございます。 平

成２７年度に施行されました、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一

部を改正する法律により、教育委員会制度が変わりましたため、規約の第五条

の委員について、関係市教育委員会の教育長及び委員。としております。

また、第六条の会長につきましても、会長は、関係市教育委員会が協

議して定めた市の教育委員会の教育長である委員をもって充てる。た

だし、協議して定めた市に教育委員長が在職している場合は教育委員

長である委員をもってこれに充てる。としております。以上の２点が

平成２７年度からの変更点になります。



規約につきましては、各市の定例教育委員会で承認されておりますの

でこの規約に則りまして、協議を進めてまいりますのでよろしくお願

いします。

それでは次に「正・副会長について」ですが、資料５ページをご覧く

ださい。第五採択地区協議会の会長・副会長（案）でございます。昨

年度からの確認で、会長に、事務局担当市の和光市教育委員会 教育

長を、副会長に、朝霞市教育委員会 教育委員長 にお願いすること

をご提案申し上げます。

これ以降の議事進行については、会長にお願いしたいと思います。

よろしくお願いいたします。

４ 議 事

○事 務 局 それでは、ここで、会長からごあいさつをいただきます。

○会 長 順番で今年度は和光市が事務局でございますので、平成２９年度は第五採択地区

の会長ということで、勤めさせていただきます。みなさまご協力よろしくお願い

します。

○事 務 局 副会長でございますが、朝霞市教育委員会 教育委員長は本日欠席でございます

のでよろしくお願いします。では、会長よろしくお願いいたします。

○会 長 それでは、協議に入らせていただきます。平成２９年度第五採択地区協議会委員

名簿等について、事務局から説明をお願いします。

○事 務 局 それでは、資料６ページをお開きください。「平成２９年度第五採択地区協議会

委員名簿（案）」でございます。

和光市教育委員会から、 教育長 様

教育長職務代理者 様 教育委員 様

教育委員 様 教育委員 様

第五地区保護者 和光市ＰＴＡ代表 様

朝霞教育委員会から、教育委員長 様

教育委員長職務代理者 様 教育委員 様

教育委員 様 教育長 様

第五地区保護者 朝霞市立学校 ＰＴＡ代表 様

事務局といたしまして、教科書採択事務主管課長および担当指導主事以下、和光

市教育委員会と朝霞市教育委員会の４名でございます。よろしくお願いいたしま

す。

○会 長 では続けて７ページを。



○事 務 局 次に７ページの「平成２９年度 調査員会議教科担当指導主事（案）」をご参照

ください。

特別の教科 道徳の 担当指導主事といたしまして、新座市教育委員会の指導主

事にお願いしたいと思います。

続きまして、「平成２９年度第五、第六採択地区教科用図書採択協議会調査員（案）」

でございます。校長の代表１名 ほか 調査員４名、以上の５名にお願いしたい

と考えております。

よろしくお願いいたします。

○会 長 今、事務局のほうから、第五採択地区の協議員、調査会議担当指導主事 調査員

とありますが、何かありますか。

○委 員 はい。さかのぼって、会長・副会長の表ですが、これは、副会長と監事・議事録

署名とありますが、両方なのですか。

○事 務 局 はい。それでは、５ページにお戻りください。会長につきましては、先ほど述べ

ましたとおり、和光市教育委員会教育長。副会長は朝霞市教育委員会教育長とあ

りますが、教育委員長となります。大変失礼いたしました。ご訂正お願いします

副会長と監事・議事録著名につきましては、兼ねますので、監事・議事録署名は

和光市教育委員会は教育長職務代理者 朝霞市は教育委員会教育委員長になりま

す。大変失礼いたしました。

○会 長 平成３０年度についても表記が違っていますね。

○事 務 局 大変失礼いたしました。平成３０年度につきましては、朝霞市が事務局になりま

すので、会長が朝霞市教育委員会教育委員長 副会長が 和光市教育委員会教

育長 朝霞市教育委員会教育長 監事・議事録署名については、副会長と兼ね

ますので、朝霞市教育委員会教育長 和光市教育委員会教育長となります。大

変申し訳ありませんでした。

○会 長 それではいくつか訂正がありましたので、再確認します。５ページを開いてくだ

さい。平成２９年度の会長が和光市教育委員会教育長 副会長が朝霞市教育委員

会教育委員長 監事・議事録署名が和光市教育委員会教育長職務代理者 朝霞市

教育委員会教育委員長 事務局が和光市。平成３０年度は、会長が朝霞市教育委

員会教育委員長 副会長が朝霞市教育委員会教育長 和光市教育委員会教育長。

監事・議事録署名が朝霞市教育委員会教育長 和光市教育委員会教育長 事務局

が朝霞市 となります。よろしいですね。

それでは、５ページ、６ページ、７ページとそれぞれ（案）を消していただけれ

ばと思います。

次に、８ページ、９ページについて事務局よりお願いします。

○事 務 局 それでは、８ページをお開きください。８ページにつきましては、調査員会議運

営要項になります。そして、９ページにつきましては、平成２９年度第五、第六



採択地区協議会第１回調査員会議の次第となっております。日時が平成２９年５

月３１日午後２時から新座市民総合体育館大会議室で第１回の調査委員会が開催

されます。この会議につきましては、第五採択地区、第六採択地区の協議会会長

及び副会長に出席をいただきたいと考えておりますのでよろしくお願いします。

○会 長 ８ページが調査員会議の要項となりますが、先ほどの規約にもありましたとおり、

第五、第六採択地区が一緒に調査員の会議を行うということで、その運営要項で

あります。そして、第一回目の調査員会が５月３１日に開催され、会長・副会長

が出席していただくということでよろしいでしょうか。

○委 員 はい。

○会 長 ありがとうございます。続きまして、予算について、事務局より説明をお願いし

ます。

○事 務 局 それでは１０ページをお開きください。平成２９年度第５採択地区協議会予算

（案）でございます。

１ 収入の部 それぞれ、本年度予算額、前回予算額、比較増減額、順に読み上

げていきます。１ 分担金 ８１０００円 ８１０００円 ０

２ 繰越金０ ０ ０ ３雑収入 ０ ０ ０ 合計８１０００円

８１０００円 ０

２ 支出の部 同じく、本年度予算額、前回予算額、比較増減額、順に読み上げ

ていきます。

採択協議会及び調査員会議費 ８１０００円 ８１０００円 ０

報償費 ３２５００円 １００００円 ２２５００円

保護者代表・調査員謝礼 ３２５００円 １００００円 ２２５００円

左側の別紙 １ 第五採択地区協議会予算の 内訳①の内容を見ていただければ

と思います。需用費 これは主に消耗品費となります。３５０００円 ５５００

０円 ２００００円 減 借り上げ費 主に会場使用料となります。１０００

０円 １４０００円 ４０００円減 役務費 主に保険料となります。

３５００円 ２０００円 １５００円増 合計 ８１０００円 ８１０００円

０円 以上となります。

○会 長 第五採択地区の予算について事務局より説明がありました。何か質問はございま

すでしょうか。

よろしいですか。それでは、事務局から説明があったとおり、平成２９年度の予

算につきましては今事務局から説明あったとおり、執行をさせていただきます。

それでは１０ページの（案）を消してください。

次に１２ページになります。日程について事務局より説明をお願いします。

○事 務 局 はい。その前に、１ページ戻りまして、経費の分担につきまして説明をさせてい

ただいてよろしいでしょうか。

○会 長 はい。



○事 務 局 １１ページの ２市分担金についてです。 均等割分です。予算総額８１０００

円の２５％を２市均等割し、１０００円未満は切り捨てております。次に の人

口割分ですが、予算総額８１０００円から均等割分２００００円を差し引いた額

を平成２９年４月１日現在の各市の人口割合に応じた額として算出しております。

以下（３）の表をご参照くださればと思います。

それでは、１２ページをお開きください。

平成２９年度埼玉県第五採択地区教科用図書（小学校道徳）採択関係日程（案）

となります。５月９日（火）本日ですが、平成２９年度第１回第五採択地区協議

会が開催しております。５月３１日（水）第五、第六採択地区協議会第１回調査

委員会が新座市民総合体育館で開催される予定です。６月上旬、各学校へ教科書

の調査研究の依頼をします。これは、事務局の方でおこないます。６月１６日か

ら１４日間、教科書展示会が第五採択地区は和光市中央公民館で、第六採択地区

は新座市中央公民館で実施されます。６月３０日 調査員から調査結果の原稿が

提出されます。７月１４日に各学校から教科書調査研究の依頼に基づいて、研究

結果の提出をいただき、各調査の結果を事務局でまとめてまいります。７月２０

日に、第２回第五採択地区協議会を和光市役所で開催を予定しております。時間

は午後１時を予定しております。よろしくお願いします。７月２１日～２８日に

各市で定例教育委員会での報告、採択教科書の報告、採択結果を県に報告、教科

書需要票検収会を行います。以上、このような日程で進めてまいります。

○会 長 今後の日程について何か質問はありますか。よろしいですか。

○委 員 教科書展示会について、もっと早く知っておきたかったということを聞いていま

すが、周知はどのようにされていますか。

○会 長 教科書展示会の周知について、事務局からありますか。

○事 務 局 朝霞市、和光市、それぞれの計画で進めいていくかと思いますが、和光市では、

市のホームページ、保護者にいつからいつまで展示会を行っていますといった内

容のお手紙を配布し、また、各学校のＨＰに掲載するよう依頼をしております。

朝霞市、お願いします。

○事 務 局 朝霞市も市のホームページにアップをして周知を図っております。

○会 長 では、よろしいですか。平成２９年度第五採択地区小学校道徳の採択関係の日程

についてですが、１２ページにあるとおりで進めていきます。よろしいでしょう

か。

○委 員 はい。

○会 長 では、１２ページの（案）を取っていただければと思います。

○事 務 局 会長、１１ページの経費の分担について、承認をいただけるのでしたら、（案）



を消していただければと思いますが。

○会 長 すみませんでした。１１ページにつきましても、（案）を消していただければと

思います。よろしくお願いいたします。

協議事項については以上ですが、その他、御意見御質問はございますでしょうか。

では、事務局から何かありますか。

○事 務 局 はい。それでは、３点御連絡申し上げます。１点目ですが、本日、おいでの皆様

の次回の第２回採択協議会は、先ほどお示ししましたとおり、７月２０日（木）

午後１時から和光市役所を会場に予定しておりますので、よろしくお願いします。

２点目ですが、７月２０日当日、ご都合により欠席をされる場合は、委任状を会

長に提出していただき、一任していただきたいと存じます。委任状については、

後日、それぞれの市の指導主事にお問い合わせください。

３点目ですが、教科書研究の内容は膨大でございますので、調査員の調査研究結

果の報告書等を、第２回採択協議会の４・５日前には委員の皆様にお送りしたい

と考えております。ですので、第２回協議会当日の調査員代表の報告は、要点の

報告とさせていただきたいと存じます。また、その際に、質疑応答の時間もござ

いますので、よろしくお願いします。なお、本日お使いになりました資料ですが、

この会が終了いたしましたら、回収させていただきますので、机上においていた

だきますよう、お願い申し上げます。

○会 長 以上で協議事項は全て終了いたしましたけれども、全体を通して何か確認をした

いことがありましたらお願いします。

よろしいですか。それでは、皆様の御協力により、円滑に協議を終えることがで

きました。以上で議長の任を解かせていただきます。ありがとうございました。

４ 閉会のことば

○事 務 局 会長ありがとうございました。

それでは、閉会のことばを第五採択地区教科用図書採択協議会副会長からお願い

いたいところでございますが、副会長に代わりまして、朝霞市教育委員会教育委

員長職務代理者様 お願いいたします。

○副会長代理 ただいま会長からご挨拶がありましたとおり、皆様の御協力をいただきまして、

円滑に協議を終えることができました。

以上をもちまして、平成２９年度第１回第五採択地区協議会を閉会いたします。

皆様ありがとうございました。


