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令和２年度 第１回 第 12 地区教科書採択教育委員会協議会 

 

１ 日時 令和２年４月 13 日（月） 午後２時 40 分から午後３時 00 分 

２ 場所 十勝合同庁舎 

３ 出席委員（役職については第１回協議会開催当初のもの） 

  会 長 福地  隆（音更町） 

  副会長 程野  仁（芽室町） 

  監 事 菅野 勇次（幕別町） 

 

  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） 三澤 吏佐子（清水町） 髙橋 雅人（中札内村）  

荻原 正 （更別村） 板谷 裕康（大樹町）  菅原 康博（広尾町） 

加賀 学 （池田町） 山本 芳博（豊頃町）  水野 豊昭（浦幌町） 

佐々木 基裕（本別町）藤代 和昭（足寄町）  有田 勝彦（陸別町） 

４ 欠席委員 

  なし  

５ 出席した事務局職員（芽室町教育委員会） 

  学校教育課長 有澤 勝昭  学校教育係長 橋本 岳 

６ オブザーバー（十勝教育局） 

  教育支援課長 吉村 公孝  教育支援係長 横尾 佑一 

  義務教育指導班主査 山田 圭介 

７ 傍聴者 なし 

８ 協議 

 

（福地会長） 

 ただ今から、令和２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。 

議事に入る前に、事務局から事務報告をいたします。 

 

（事務局：有澤学校教育課長） 

本日の会議につきましては、全委員に出席いただいておりますので、規約第９条第４項

の規定によりまして、３分の２以上の出席がありますので、本会議は成立していることを

ご報告いたします。なお、規約につきましては、議案書の６ページ以降に記載がございま

す。また、本日は、十勝教育局から、吉村教育支援課長、横尾教育支援係長、義務教育指

導班の山田主査に、助言者としてご出席いただいております。 

 

（福地会長） 

それでは、早速、議事に入ります。 

報告第１号 令和元年度第 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 令和元年度第 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号を事務局から説明いたします。 

 

（事務局：有澤学校教育課長） 

 議案書の２ページをご覧ください。報告第１号 令和元年度第 12 地区教科書採択教育委

員会協議会決算についてご説明申し上げます。 
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 はじめに、収入の部についてですが、予算総額 2,286,000 円に対しまして、決算総額は

2,255,097 円でございます。内訳といたしましては、分担金、繰越金及び預金利息でありま

す。次に、支出の部についてですが、予算総額2,286,000円に対しまして、決算総額1,754,503

円でございます。内訳につきましては、会議費といたしまして、協議会並びに調査委員会

のお茶代などで、40,100 円です。調査委員会委員謝金につきましては学識経験者等への３

日間分の謝金 140,000 円です。調査委員会委員旅費といたしまして、調査委員会３回と、

協議会に出席した委員長・副委員長の１回分の旅費、754,900 円です。事務局臨時職員賃金

といたしましては、57 日間分の賃金、402,420 円です。また、需用費といたしまして、412,175

円、手数料等の役務費が、4,908 円となっております。収入・支出の差引残額は 500,594 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。 

 

（福地会長） 

 続きまして監査報告をお願いします。 

 

（菅野監事） 

 私の方から監査報告させていただきます。 

令和元年度第 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、令和２年３

月 24 日に私と浦幌町の久門前教育長の二人で監査を実施しました。関係書類等その他の証

書類と照合した結果、正確かつ適正に処理されているものと認められたので監査報告いた

します。以上でございます。 

 

（福地会長） 

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。 

 

（福地会長） 

質疑がないようですので、報告第１号 令和元年度第 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 令和元年度第 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。 

 

（福地会長） 

 異議がありませんので、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１号 令和２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４ページとなります。 

 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、４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

ち回りとすること。２点目は、小・中学校いずれかの教科書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。 
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（有田委員） 

 はい。 

  

（福地会長） 

 有田委員。 

 

（有田委員） 

ただ今、説明がありましたように、３町持ち回りという申し合わせに基づきますと、今

年度は、会長に芽室町の程野教育長、副会長に幕別町の菅野教育長、監事に音更町の福地

教育長にお願いしたいと思います。監事のもうおひと方は、今までは十勝管内教育委員会

連絡協議会教育長部会長が務めておりましたが、教委連の総会が５月中旬に行われますの

で、その結果を受けて決定してはどうかと思います。 

 

（福地会長） 

 他にご意見はございませんか？ 

 

（委員一同） 

なし。 

   

（福地会長） 

他にご意見がないようですので、協議案第１号 令和２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、会長に芽室町の程野教育長、副会長に幕別町の菅野教

育長、監事は私、福地ともうおひと方については、教委連の総会後に決定するということ

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。 

 

（福地会長） 

 それでは、以上のとおり決定いたします。この後の議事は、新会長の芽室町教育委員会

程野教育長により進めていただきます。 

 

※会長交代 

 

（程野会長） 

ただ今、会長に選出されました程野です。申し合わせとはいえ、今年度は 10 科目という

重責でございます。スムーズな進行をこころがけたいと思いますので、皆さんのご理解と

ご協力をお願いいたします。ここで、協議会事務局につきましても、芽室町教育委員会職

員が務めますので各自自己紹介をいたします。 

 

（事務局：芽室町教委職員） 

芽室町教育委員会 学校教育課長の有澤と申します。よろしくお願いいたします。 

同じく、学校教育係長の橋本と申します。よろしくお願いいたします。 
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（程野会長） 

では早速議事に入らせていただきます。協議案第２号 令和２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。 

 

（事務局：有澤学校教育課長） 

議案書の５ページをご覧ください。協議案第２号 令和２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のご説明を申し上げます。はじめに、収入の部についてであ

ります。構成町村からの分担金につきましては、1,988,000 円でございます。分担金につき

ましては、会議資料１の、1ページのとおりとなっております。このほか、前年度からの繰

越金として 500,594 円、雑収入として 406 円を計上し、予算総額 2,489,000 円とし、前年

度と比較して 203,000 円の増となっております。 

次に、支出の部についてでありますが、本年度は、令和３年度から使用する中学校用教

科用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ページから５ページに積算資料を添付してお

りますが、本日は議案書５ページに基づき説明させていただきます。会議費につきまして

は、協議会並びに調査委員会開催にかかるお茶代等で、58,000 円を計上しております。調

査委員会委員謝金についてでありますが、25 名の学識経験者又は保護者委員に対し支払う

謝金といたしまして、375,000 円で計上しており、１日当たりの謝金につきましては、申し

合わせの額の 5,000 円としております。調査委員会委員旅費につきましては、すべての調

査委員会委員に支払う旅費で、この旅費につきましても、申し合わせで決定した額で算出

しており、1,275,000 円を計上しております。事務局会計年度任用職員報酬につきましては、、

日額単価 7,132 円を 50 日分で、357,000 円を計上しております。需用費は、会議開催にか

かりますコピー用紙等の購入費で、215,000 円を計上し、役務費は、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といたしまして、7,000 円を、借上料は、コ

ピー機の借上料といたしまして、183,000 円を計上しております。なお、このほかに予備費

として 19,000 円を計上し、予算総額 2,489,000 円とし、前年度に比較して 203,000 円の増

額としております。以上で説明を終わります。 

 

（程野会長） 

ただいま、事務局から、令和２年度予算案について説明がありました。ご質問等なにか

ございませんか。 

 

（委員一同）  

なし。 

 

（程野会長） 

 それでは、協議案第２号 令和２年度第 12 地区教科書採択教育委員会協議会予算案につ

きましては、原案のとおり決定することにご異議ありませんでしょうか。 

 

（委員一同）  

異議なし。 

 

（程野会長） 

 異議なしと認め、原案のとおり決定いたします。 
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（程野会長） 

 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、令和３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、事務局から説明いたします。 

 

（事務局：有澤学校教育課長） 

 別添の資料２をご覧ください。令和３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。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。教育長の皆様には、左側の欄の、今日を含めまして６回の協議会に出席していただく

ことになります。今後、５月中旬から下旬の間に第２回目の協議会を開催し、調査委員会

規則の制定等を行いたいと考えております。なお、この日程につきましては、現時点では

５月 21 日（木）と予定をさせていただきたいと思います。また、６月 24 日（水）に第３

回目の協議会を開催し、調査委員会の委員の決定を行い、６月下旬から７月中旬にかけて

３回の調査委員会を開催し、同じく７月下旬以降に協議会において審議のうえ、教科用図

書の決定を進めていきたいと考えております。 

今年度は、芽室町が事務局となり、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。また、会場につきましては芽室町内の施設にて実施することを考えております

ので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。以上で資料の説明を終わります。 

 

（程野会長） 

 ただいま、事務局から採択日程案についての説明がありました。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。 

  

（委員一同）  

なし。 

 

（程野会長） 

 全体を通じまして皆様の方から、何かご意見等はありませんか。 

 

（委員一同）  

なし。 

 

（程野会長） 

 それでは、以上をもちまして、令和２年度第１回第 12 地区教科書採択教育委員会協議会

を終了したします。お疲れさまでした。 


