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平成２５年第７回宝塚市教育委員会の会議（定例会）会議録 

 

１ 開催日   平成２５年４月１０日（水） 

２ 場 所      宝塚市役所  ２－４・５会議室 

３ 開会時間  午後２時００分 

４ 閉会時間  午後２時２２分 

５ 出席した委員の氏名 

  小野 武委員長、井上 輝久委員、川名 紀美委員、種谷 有希子委員 

  及び井上 輝俊教育長 

６ 除斥した委員の氏名 

   

７ 委員及び傍聴人を除く、議場に出席した者 

  管理部長        和田 和久 

  学校教育部長      安井 優顕 

   社会教育部長      井ノ上 彰 

  管理室長        酒井 喜久 

  学校教育室長      五十嵐 孝 

  教育支援室長      田川 隆司 

  学校教育課長      橘  俊一 

  教育研究課長      井上 淑子 

  教育研究課係長     筒井 啓介 

  教育研究課係長     森脇 昌子 

８ 会議の書記 

教育企画課副課長    橋詰 まゆ美 

  教育企画課係長     岩室 勝也 

  教育企画課事務職員    細井 妙子 

９ 議題 

○ 議案第１６号 （継続審議分） 

宝塚市公立学校教科用図書採択協議会規程の一部を改正する規程      

の制定について 
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 会議の概要 

 ─────────── 開会 午後 ２時００分 ───────────── 

小野委員長  平成２５年第７回宝塚市教育委員会の会議を開催いたします。 

       本日の署名委員は井上委員でございますので、よろしくお願いいたします。 

       本日の付議案件は１件でございます。進行について事務局から何かござい

ますでしょうか。 

酒井室長   本日の付議案件は１件でございます。お手元に資料があるかと思いますが、

さる３月２７日に開催しました第５回会議で継続審議となりました、議案第

１６号 宝塚市公立学校教科用図書採択協議会規程の一部を改正する規程の

制定について、これにつきましてご審議いただきますようお願いいたします。 

小野委員長  それでは、今ありましたように本日は議案１件を審議してまいりたいと思

います。本日は傍聴がありませんので、早速それでは議案第１６号 宝塚市

公立学校教科用図書採択協議会規程の一部を改正する規程の制定について、

これをお諮りしたいと思います。担当課からの説明をお願いいたします。 

井上課長   議案第１６号 宝塚市公立学校教科用図書採択協議会規程の一部を改正す

る規程の制定について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。 

       本件は、宝塚市立学校の教科用図書を採択するにあたって教育委員会が委

嘱している宝塚市公立学校教科用図書採択協議会について、その委員構成を

見直し、あわせて文言の整理を行うため規程の改正を行うものです。なお、

本件については平成２５年３月２７日開催の第５回教育委員会の会議に議案

を提出しましたが、継続審議となったため再度検討し、修正案を提案するも

のです。 

       改正の内容としましては、第３条第１項の委員構成のうち、「学識経験者」

を「知識経験者」とする修正は前回提出した案に変更ありません。「保護者・

市民代表２人｣は前回の提案では「保護者２人」及び「市内の公共的団体等の

代表者１人」と改めることとしておりましたが、再度検討しまして、現行の

「保護者・市民代表２人」を「保護者３人｣に改めることとし、保護者の意見

をより広く取り入れようとするものです。また、審議会等の委員に市の職員

は原則として選任しないことを踏まえ、教育委員会事務局職員２人を削りま

すが、このことも前回提案した案に変更ありません。その他第３条第２項に

おいて文言の整理を行うものです。説明は以上でございます。 

       補足説明をさせていただきます。教科用図書、いわゆる教科書を検討する

に当たりましては公正かつ適正な採択がなされるよう教科書採択協議会を設

置いたします。この教科書採択協議会でございますが、採択権者の諮問機関

として規定される機関でございます。採択のあり方の改善についてという通

知が文部科学省から出ておりますが、地域の実情に応じ、幅広い視野に立っ

た保護者の意見を求める観点から工夫していく必要があると掲げられており、

まさしく昨年度末にご指摘いただきました点であると認識しております。採

択の実施につきましては、小学校で使用する教科書につきましては平成２２

年に採択実施、中学校で使用する教科書につきましては平成２３年度に採択
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実施されております。４年間は原則同一のものを使用しますので、次の採択

は小学校は平成２６年度、中学校は平成２７年度になります。また一般図書

に関しましては毎年度採択替えが行われます。よって今年度につきましては

一般図書のみの採択替えになります。以上、よろしくお願いいたします。 

小野委員長  それでは、説明がありましたけれども、何かご質問等ございませんでしょ

うか。 

川名委員   ちょっと不慣れなので教えていただきたいんですが、現行であれ改正案で

あれどのようにして、この保護者あるいは市民代表というのをこれまで選ば

れてきたのか。教育委員会は関与の仕方としては、挙がってきた候補の方を

みんなで検討して、承認するみたいな形を取ってきたのかちょっとそのあた

りを教えていただければと思います。 

小野委員長  どのように選ばれてきたかですね。 

井上課長   採択協議会の委員に関しましてはこちらのほうから、ＰＴＡ協議会である

とか、そういった公共的団体のほうへ、ご推薦をお願いしています。そのほ

か、大学の先生等にもお願いをするんですけれども、それらの委員さんに関

しまして教育委員会へ議案を提出いたしまして、検討をお願いするという形

になっています。 

川名委員   そうすると、いろんな教育に関係する団体とか、そういったところから推

薦をいただく形ですか。 

井上課長   さようでございます。 

川名委員   公募はもう一切なしですね。 

井上課長   はい、しておりません。 

小野委員長  委員については、最後にこの場でそれを審議するということです。 

井上委員   せっかく保護者、市民代表２人を保護者３人にして、保護者というほうが

本当にいい言葉だと思うんですけども、せっかくこれ保護者とされるんであ

れば、公募という部分も考えていただいたほうがいいんじゃないかなと思う

んですが、いかがでしょうか。 

井上課長   公募というふうな方向では現在考えておりません。これまでの流れに従い

まして、公共的団体のほうにお願いするという形で考えております。公正か

つ適正な審議のほうをしていただくことに関しまして、公募いたしますと、

なかなかどういった方々が入って来られるかということも若干懸念する部分

でございますので、そういったことを考えていないということです。 

小野委員長  私からの質問なんですけど、今の井上委員の質問に関連するんですが、今

のお答えは公募ということを一応検討したけれども、どういう人が挙がって

くるかわからないし、もしやっぱり従来どおりのほうがいいなということで

こういう決め方をしたのか、そういうことなんですか。公募に関しても検討

したことはあるんですか。 

井上課長   検討したことはあるというふうに引き継いでおりますが、公募よりも従来

の方法のほうが良いということで結論を出したということです。 

小野委員長  そうですか。 
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種谷委員   規程が多分あるんですよね、もともとの。ちょっとよくわからないんです

けど、もともと何人の組織なんですか。できれば、ちょっと規程を見せてい

ただきたい。そんな多分長いものではないので、見せていただきたい。実際

どういう方が選任されているのかというのを教えていただきたいです。 

井上課長   宝塚市公立学校教科用図書採択協議会規程に規定されております。昨年度

の実績といたしましては委嘱いただきましたのは、知識経験者の方が２名、

大学教授の方と、それから元小学校長の計２名、それから保護者・市民代表

のほうの２名がＰＴＡ協議会会長及び宝塚市社会教育委員の会議の会長、そ

のほか市内の公立学校長が小、中、養護学校より各１名の計３名、それと市

内公立学校教頭が小、中学校より各１名で計２名、及び市内の公立学校の教

諭が小、中、養護学校より各１名の計３名、そして昨年度は教育委員会事務

局から学校教育室長と教育支援室長が入っておりました。 

井上委員   今の説明であれば、推薦がない限り保護者がこの採択委員になれないとい

うことなんですね。どこかの組織に入ってないと。そういうことですね。 

安井部長   私も着任した早々で十分なことは分かっておりませんが、実は以前、教科

書採択をめぐりまして、歴史教科書に関する事案がありました。その際に公

開で会議をしたんですけども、団体の方々がたくさん来られまして、この教

科書を使いなさい、この教科書は使わないでくださいというような、そうい

う運動が一時期あったように記憶をしております。その際も大分警戒をした

りとか、あるいは傍聴も１００人以上超すことがあって、別室でテレビを通

じてというふうな状況がありました。先ほどの公募という話なんですけども、

公募にしますと、そういった方が委員に入ってこられることも考えられます

ので、規程は提出しておりますが、ＰＴＡ協議会等、公共的な団体にお願い

をして委員を推薦していただいているというふうな状況がございます。 

井上委員   それであれば、この保護者という必要性はないんじゃないですか。市民代

表でいいんじゃないですか。保護者という概念になると、やはり市民の方々

が応募されて初めて保護者という言葉が生きてくるのではないですかね。 

田川室長   教科書採択にあたりましては文部科学省のほうから、保護者の意見を踏ま

えるようにという通知をいただいておりまして、本市においても保護者の意

見を重要視するほうがいいと判断させていただいております。 

小野委員長  だから、今の井上委員がおっしゃってるのは保護者と書いているのに、選

出方法が、ある団体の代表者ということになると、本当に一般の人が受け取

るときに、ふつうの保護者というように受け取りますかということをおっし

ゃってると思うんです。そういうことですよね。前回も議論したんですけど

も、保護者・市民代表という区分をわざわざ保護者と変えるわけです、むし

ろ市民代表というのを変えて。市民代表というと、いかにも確かに団体の代

表なんだけども、わざわざ保護者と変えておきながら、ということだと思う

んですけども。その辺はどうでしょうか。僕は例えば保護者を公募で選ぶか

どうかということも、事務局の皆さんでいろいろ検討してもらうのはいいん

ですけど、最後はやっぱりここで決めればいいと思うんです。公募でも、当
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然その人の経歴なんかを見ながら検討はしていいんですよね。いわゆる思想

的に非常に片寄ってる人は当然外してしかるべきでしょうし、ということも

ありますし、必ずしもそういう人ばかりが応募するとは限りませんし。もち

ろん応募者が少なくて、となると、ちょっとこれはゼロじゃないかもしれま

せんけども。確かに井上委員がおっしゃった点、わざわざ保護者を増やして

おきながら、ということもありますが。 

井上教育長  今回、提案させていただいている議案書の４ページですけど、前回提案し

たのは保護者２人とそれから市内の公共的団体等の代表者１人ということで、

この教育委員会の会議に提案させていただきました。そのときの意見では、

市内の公共的団体の１人というのは一体どういう人だというふうなことです

ね。これはどこから選ぶんだとか、何を基にしてそういう人を選ぶんだとい

うふうな意見があって、そのときには継続審査になりました。 

小野委員長  途中ですが傍聴があるようですね。 

       これは何か私が言うようになってますね。これをできたらその方にきちん

と事前に説明してください。わざわざ審議を止めてここで、傍聴の方は私語

とかはやめてくださいというあれはおかしいと思うんで、傍聴する方には事

前に説明をお願いします。 

      （傍聴人入室） 

小野委員長  傍聴の方にお願いをしておかなければなりませんが、規則がありまして、

私語であるとか、談話あるいは拍手をする、議事に批評を加え、賛否を表明

する等はしてはいけないということになっておりますので、ぜひよろしくお

願いしたいと思います。 

       それでは、済みません、審議を続けていきたいと思います。 

井上教育長  それで、前回は市内の公共的団体等の代表者１人というのが問題になりま

して、継続審議になりました。今回、提案させてもらったのは市内の公共的

団体の代表者という表現というか、そういうふうなのをやめて保護者、それ

を３人、それは先ほど事務局から説明があったように保護者の意見を十分聞

くという意味で保護者３人ということで、今回提案させていただきました。 

       今出てる意見の中の保護者の選び方は、これからの検討で、どういう方を

選ぶかは、それは今後の検討になると思うんですが、ここの規定としては保

護者３人でいかがですかということを提案させていただいています。一つの

問題として、公募にするかどうかいうことが今、議論されてますが、本市の

審議会等は一定の人数は公募をするということを、現実に市の審議会等では

進めているのが事実です。その話も前回しましたが、先ほど説明があったよ

うな問題から非公募ということでやらしてもらっているということです。そ

のように、問題を分けて判断してもらうのがいいのかなと思います。 

小野委員長  教育長がおっしゃるのは、ここでは別に保護者で、どう選ぶかというのま

ではここでは特に決めてるわけじゃありませんね。ですから、表現としてこ

れでいいんじゃないのかなと。あと、じゃあ本当にどう選ぶかというのに関

して、もし必要があれば議論をしてもいいし、あるいは従来どおりの方法で
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決めてもいいですしね。これはまた別途、別なところで協議会の場でも議論

できると思いますから、とりあえずこの規程に関する表現はこれでよろしい

のかなと思いますが、いかがでしょうか。 

委員    （異議なし） 

小野委員長  よろしいですか。それではこの規程に関しては本日の原案どおり決めたい

と思います。 

       それでは、本日の審議事項はこれで終わりますけれども、ほかに何かござ

いませんか。 

酒井室長   特にございません。 

小野委員長  それでは、これをもちまして本日の教育委員会を終了したいと思います。

どうもありがとうございました。 

 ─────────── 閉会 午後 ２時２２分 ───────────── 

 

 


