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平成２９年度第４回定例教育委員会 会議録 

 

１ と き   平成29年7月26日（水）14:00～14:40 

 

２ ところ   大垣市役所本庁1階 1-4会議室 

 

３ 出席委員  山本譲教育長、河合保孝委員、堀哲也委員、山川隆司委員、 

平野晶子委員 

 

４ 事務局   安田事務局長、山下庶務課長、細江学校教育課長、 

稲川教育総合研究所長、藤社会教育スポーツ課長、 

中井文化振興課長兼守屋多々志美術館館長、鈴木文化財専門官、 

大谷上石津地域教育事務所長、加藤墨俣地域教育事務所長、 

中山南部北部学校給食センター所長、奥田図書館長、 

伊藤庶務課主幹、大橋庶務課主査 

 

５ 傍聴者   なし 

 

６ 議 題 

 

議第２１号  平成30年度使用小学校用道徳科教科用図書の採択について 

議第２２号  平成30年度使用小中学校用教科用図書の採択について 

議第２３号  特別支援学級における平成30年度学校教育法附則第9条の規定に基づく 

一般図書の採択について 

議第２４号  学校薬剤師の解職及び委嘱について 

 

報告事項 

１ 指定学校変更者の報告について 

２ 名勝おくのほそ道の風景地大垣船町川湊保存活用計画について 

３ 寄附採納について 

４ その他 
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開会 14:00 

発言者 発言内容 

山本  教育

長 

ただいまより、平成29年度第4回定例教育委員会を開催いたします。 

はじめに、前回会議録の承認を求めます。会議録については、既に原案

を配布しておりますが、会議録に記載した内容についてご異議ございま

せんか。 

＜異議なしの声＞ 

ないようですので、前回会議録について原案のとおり承認いたします。 

山本  教育

長 

これより、議事に入ります。 

はじめに、本日の委員会は、議第21号「平成30年度使用小学校用道徳科

教科用図書の採択について」、議第22号「平成30年度使用小中学校用教

科用図書の採択について」、議第23号「特別支援学級における平成30年

度学校教育法附則第9条の規定に基づく一般図書の採択について」の審

議にあたり、大垣市情報公開条例第6条第5号に規定する意思形成におけ

る情報が含まれるため、これについて、非公開としたいと思います。 

また、この議案の審議結果についても、大垣市の採択結果が、西濃地区

の他市町の審議に影響を与えることを防ぐため、他の市町の審議が終了

する8月31日まで、非公開としたいと思います。 

以上3議案の審議及び結果を非公開としてよろしいか。 

＜異議なしの声＞ 

議第21号、22号、23号議案については非公開とし、審議結果につきまし

ても、8月31日まで非公開といたします。 

それでは、議第21号、22号、23号議案について説明をお願いいたします。 

細江  学校

教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議第21号 平成30年度使用小学校用道徳科教科用図書の採択について

別紙のとおり承認を求めるものとする。 

＜別添資料にて説明＞ 

お手元の資料の 1ページをお開きいただきたいと存じます。 

平成30年度使用小学校用道徳科教科用図書の採択について、議決をお願

いするものでございます。議案に入ります前に、教科書採択の仕組みと

これまでの経緯について簡単にご説明いたします。 

青色の表紙の資料の 2ページ をご覧ください。 

今年度は、昨年度文部科学大臣の検定を通った小学校用道徳科教科用図

書の中から、平成30年度から4年間使用する教科書を採択していただき

ます。 
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発言者 発言内容 

細江  学校

教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

採択周期表の小学校道徳科の▲印にあたっています。 

同じ資料の1ページ にお戻り願います。 

文部科学大臣の検定を通った教科書については、国から県を通して目録

が送られ、発行者からは見本本が送られてきます。道徳科につきまして

は、8者から見本本の送付がありました。それらの見本本について、県

教育委員会からの指導・助言・援助を受けながら、各市町村教育委員会

が単独又は共同で調査研究を行い、採択を行う仕組みになっておりま

す。本市は、去る4月26日の第1回定例教育委員会において、議第3号、4

号でご承認いただきましたように、西濃地区で設立された西濃地区採択

協議会に参加しており、西濃地区採択協議会にて決定された採択原案を

踏まえて、西濃地区内で同一の教科書の採択をすることとなります。 

同じ資料の 3ページ にお進み願います。 

5月25日の第1回西濃地区採択協議会におきまして13人の研究員が委嘱

され、見本本の調査研究を、6月19日、30日、7月6日の計3回に渡って行

うとともに、7月12日の第2回西濃地区採択協議会において、その結果を

報告していただきました。その報告をもとに、29名の委員の協議により

西濃地区の「採択原案」として決定されたところでございます。 

本日は、この西濃地区の採択原案について本市教育委員会としての議決

をお願いするわけでございますが、今ご覧いただいております資料の 7

ページ から 14ページ の資料は、西濃地区採択協議会の研究員会の調

査研究結果をまとめたものでございます。すべての見本本について、資

料 4ページ に示しております県と同じ5つの調査項目と9つの着眼点で

調査研究した結果を、発行者ごとに、項目や着眼点に沿って記しており

ます。 

委員の皆様には、1学年分ではございますが、8者の教科書について、事

前にお目通しいただきました。本日は、すべての見本本を机上に準備し

ております。この後、採択原案となりました教科書が選ばれました理由

を中心に、ご説明申し上げますので、お手にとってご覧いただきながら、

本市の子どもたちのため、また大垣市の教育の一層の充実のために、十

分なご審議を賜りますようお願いいたします。 

尚、本日、ご審議いただくに当たりまして、「地方教育行政の組織及び

運営に関する法律」第14条第6項に示されています「教育委員会の教育

長および委員は、自己、配偶者若しくは三親等以内の親族の従事する業
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発言者 発言内容 

細江  学校

教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することが

できない。ただし、教育委員会の同意があるときは、会議に参加し、発

言することができる。」に則り、教科書発行者8者について関わりがある

かどうかの確認をさせていただきました。ご提出いただきました確認書

では、どなたもこれに該当しないことが明らかとなりましたので、委員

の皆様、全員でご審議賜りますようお願い申し上げます。 

また、青色の表紙の資料にございます、採択の結果、採択の理由、選定

のための資料等は、採択期間中の静謐な環境を保持するため、9月1日以

降の公開となります。つきましては、本日の会議で使用しました資料の

うち、青色の表紙の資料につきましては、会議終了後、申し訳ございま

せんが回収させていただきますので、ご了承ください。 

 

＜道徳科＞ 

本日の議案資料2ページ をご覧ください。 

西濃地区採択協議会では、採択原案として、「光文書院」を決定しまし

た。 

先ほどご説明いたしました、13名の研究員が、5つの調査項目と9つの着

眼点で調査研究し、その結果に基づいて、8者を比較し評価しました。

その総合的な結果として最も評価が高くなったものが「光文書院」であ

ったということでございます。 

それでは、「光文書院」が、採択案とされた主な理由を、ご説明申し上

げます。 

理由の一つ目といたしましては、今後求められる道徳の時間の指導の在

り方、道徳の授業について、より有効な指導方法を考えていくことへの

対応ができていることが挙げられます。 

大垣市の道徳の時間の指導では、これまで読み物教材を活用し、その主

人公の心情を考えることで、児童の道徳性を高めていく指導がなされて

きました。道徳科では、これを大切にしながらも、さらに身の回りの様々

な課題に対して、身に付けた道徳性を発揮し、より良い生き方を志向す

る見方や考え方を身に付けることが求められており、その点で、「読み

物教材の登場人物に自我関与する学習」をはじめとして「問題解決的な

学習」や「道徳的行為に関する体験的な学習」など、新しい指導の方法

を取り入れることが重視されます。 
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発言者 発言内容 

細江  学校

教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この点において、光文書院の教科書は、全学年で「みんなでやってみよ

う」という学習コーナーを位置付けて、対応をしています。 

例えば、1年生の教材「がっこうまでのみち」、内容項目「感謝」につい

て、「みんなでやってみよう」というコーナーを位置付け、自分の生活

の中で「ありがとう」が言えたことを思い出して色を塗る活動が紹介さ

れています。 

また、6年生では、「言葉のキャッチボール」としてコミュニケーション

スキルを高める活動が紹介されています。このように、具体的なテーマ

で体験的な学習や問題解決的な学習を示し、道徳の時間で学んだことを

日常生活の中でも生かしていくための工夫をしている点で優れている

といえます。 

理由の二つ目といたしまして、道徳が教科化されたもっとも大きな着目

点である「生命の大切さ」と「いじめ問題への対応」「情報モラルの問

題」といった課題につきまして、「発達の段階や特性等を考慮した、多

様な教材の開発と活用」によって、適切に指導できるよう配慮がなされ

ている点が挙げられます。 

具体的には、「生命の尊さ」を重点的に学べるよう「ユニット」が構成

されています。 

例えば、5年生の教科書では、教材配列上、ユニット名「支え合う命」

として、23番目、24番目に連続して「生命の尊さ」が配列されています。 

また、「いじめ」の問題についても、ユニット学習が位置付けられ、重

点的に「いじめ」について学ぶことができるように工夫されています。 

更に、配列の工夫だけではなく、エンカウンター的な要素を取り入れた

「みんなでやってみよう」というスキルトレーニングが位置づけられて

おり、いじめの未然防止という視点で優れています。 

「情報モラル」についての取り上げ方では、全学年に「情報モラル」と

いうコーナーが設けられています。例えば、1年生から「ネットマナー」

という言葉を紹介しながら、情報機器をお互いに気持ちよく使うための

約束やきまりを、クイズ形式で楽しく学べるように工夫しています。 

研究員の評価において「光文書院」に次いで評価が高かった教科書は「学

研」です。 

この2者の比較をしますと、先ほどお話しした理由の1点目である「多様

な学習活動を位置づけて道徳的価値に、より迫る工夫」という点では、
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発言者 発言内容 

細江  学校

教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

どちらも良く工夫されており、大きな有意差はございません。 

しかし、2点目の発達の段階や特性等を考慮した、多様な教材の開発と

活用」では、「光文書院」に優位性が認められます。 

一例として、1年生の「情報モラル」の取り上げ方では、「光文書院」は

先ほどご説明したように、情報機器をお互いに気持ち良く使うための約

束やきまりをクイズ形式で楽しく学べるよう教材を開発しているのに

対して、「学研」では「ひろげよう」というコーナーで情報機器の紹介

をしているものの、使い方まで深く考えさせるものになっていないこと

があげられます。 

また、2者の比較では、製本や装丁の堅牢さについて「光文書院」に、

優位性があったことも報告されました。 

以上、「光文書院」が、総合的に見て西濃地区の子どもに最もふさわし

い教科書であるとして採択原案とされた理由を説明いたしました。 

 

議第22号 平成30年度使用小中学校用教科用図書の採択について別紙

のとおり承認を求めるものとする。 

＜別添資料にて説明＞ 

資料3ページをご覧ください。 

義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令第15条の

規定に基づきまして、平成30年度に使用する小学校用並びに中学校用の

教科用図書の採択について、ご承認いただくものでございます。 

平成30年度に使用する小学校用教科用図書、中学校用教科用図書につき

ましては、法令の規定により、4年間同一の教科用図書を使用すること

から、今年度と同一の教科書を採択することとなります。 

つきましては、小学校用教科用図書につきましては資料4ページに、中

学校用教科用図書につきましては資料5ページに示しております通り、

採択頂きますようお願いいたします。 

 

議第23号、特別支援学級における平成30年度学校教育法附則第9条の規

定に基づく一般図書の採択について別紙のとおり承認を求めるものと

する。 

＜別添資料にて説明＞ 
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発言者 発言内容 

細江  学校

教育課長 

 

議第23号、特別支援学級における平成30年度学校教育法附則第9条の規

定に基づく一般図書の採択について、ご説明させていただきます。 

資料の7ページをお開きいただきたいと存じます。 

特別支援学級におきましては、文部科学大臣の検定を経た教科用図書や

文部科学省著作の教科書以外に、絵本などの一般図書を教科書として使

用することが、学校教育法附則第9条で認められております。 

ただし、どの絵本等を使用しても良いというものではなく、文部科学省

並びに県教育委員会において、調査研究し、特別支援学級の教科書とし

てふさわしいとされたものが「一般図書一覧」として示されており、そ

の中から、各学校が選定し、市教育委員会において採択することになり

ます。 

お手元の青色の資料 17 ページから 70 ページにあります「一般図書一

覧」が平成30年度用として県教育委員会を経て文部科学省から送付され

たものです。 

つきましては、大垣市の各学校の特別支援学級において、この「一般図

書一覧」から選定された本について、教科書として採択することをご承

認頂きたいと存じます。 

ただし、特別支援学級に入級している児童の学習上の実態は様々ですの

で、現段階でどの本をという採択ではなく、必ず「一般図書一覧」から

選定するという意味での採択をご承認いただくこととなりますので、ご

了解をお願いいたします。 

よろしくご審議賜りますよう、お願いいたします。 

山川 委員 感想ですが、ナイチンゲールや野口英世のことなど、世代を越えた愛や

夢、学問など、非常に上手く書いてあるなという印象を受けました。 

河合 委員 3年生の教科書の中に心の美しさの項目で、切り絵の掲載がありました。

通常ですと、写真とか絵になると思うのですが、違った観点で非常に良

いと思いました。 

本の大きさはいろいろありますが、1年生が重い教科書を持たなくてはい

けない場合があるようです。教科書の重さや大きさは評価点に入ってな

いのでしょうか。 

細江  学校

教育課長 

 

県教育委員会からのさまざまな調査・研究の資料をいただいておりまし

て、その中で、重さや大きさについての調べもあります。422グラム～142

グラムまでありまして、かなりの差があります。以前の教科書のサイズ
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発言者 発言内容 

はＢ版でしたが、いまはＡ版が主流になっています。尐しでも小さくし

ようと中間のＡＢ版を作っている会社もあります。ただ、道徳の教科書

は書き込む場合が多いので良い紙質が求められて重くなります。 

教員は一日の授業のなかで、学校に持ってくる教材をできるだけ限定す

るような工夫をしています。 

平野 委員 サイズが大きいと見やすいですし、小さいと厚くなります。大きい方が

広げやすいとも思います。 

堀 委員 各学年のレベルに合っていると思いますし、大きさなど見やすいと思い

ます。 

山本  教育

長 

光文書院の教科書は、他より尐し大きいかなと思いますが、教科道徳に

なった背景の、情報モラルやいじめについて非常に充実しており、他の

教科書より優れていると思います。 

河合 委員 23号議案について、現在どの本が採用されていますか。 

細江  学校

教育課長 

実際には、多くの特別支援学級では教科用図書の低学年のものを使って

対応している場合が多いです。 

山本  教育

長 

これについて、よろしいですか。 

＜異議なしの声＞ 

第21号、22号、23号議案は承認されました。 

 

では、これよりは、個人情報など非公開とする案件に該当するような事

案がないことから、会議は公開といたします。 

次に、「議第24号 学校薬剤師の解職及び委嘱について」説明をお願い

します。 

細江  学校

教育課長 

議第24号 学校薬剤師について、別紙のとおり解職及び委嘱をするもの

とする。 

＜別紙資料にて説明＞ 

これまで、日新幼保園並びに日新小学校の学校薬剤師をお願いしており

ました國枝正憲様がご逝去されました。これに伴って、國枝様を解職さ

せていただき、薬剤師会からの推薦いただいた辻和太様に新たに学校薬

剤師を委嘱させていただきたいと存じます。委嘱日は、平成29年8月1日

を予定しております。 

よろしくご審査賜りますよう、お願い申し上げます。 
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発言者 発言内容 

山本  教育

長 

これについて、よろしいですか。 

＜異議なしの声＞ 

第24号議案は承認されました。 

 

次に、報告事項に移ります。報告事項1「指定学校変更者の報告につい

て」説明をお願いします。 

細江  学校

教育課長 

＜別紙資料にて説明＞ 

指定学校の変更は、大垣市内に住所を有する児童生徒が、個々の理由に

より、住所地による学校ではなく、別の学校に就学する制度でございま

す。今回は1件の事案がありましたのでご報告いたします。 

山本  教育

長 

ありがとうございました。 

次に、報告事項2「名勝おくのほそ道の風景地大垣船町川湊保存活用計画

について」をお願いします。 

鈴木  文化

財専門官 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜別添資料にて説明＞ 

計画策定の経緯と、策定されました計画につきまして、ご報告させてい

ただきます。 

松尾芭蕉が「奥の細道」を結んだ地であります市内船町の川港は、平成

26年3月18日に「おくのほそ道の風景地 大垣船町川湊」として、全国13

箇所の風景地とともに国の名勝に指定をされました。 

その後、平成28年1月に、文化庁・県の指導のもと、名勝の適切な保全と

管理・活用についての計画を策定するために、学識経験者3名・地域代表

1名からなる「おくのほそ道の風景地 大垣船町川湊保存活用計画策定委

員会」を設置させていただきました。 

この委員会の設置につきましては、平成27年12月の平成27年度第9回定例

教育委員会にて報告をさせていただいたところです。 

平成27年度には委員会の開催と併行し、名勝指定地の測量や指定地内の

動植物の調査等を実施し、計画策定に必要な基礎資料の整備を行いまし

た。 

平成28年度には、事務局において県・市の関係部局と協議・調整を行い、

作成した素案について、策定委員会の委員に審議・検討をいただき、ま

た文化庁・県教育委員会の指導・助言も受けながら計画を策定いたしま

した。 
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発言者 発言内容 

鈴木  文化

財専門官 

 

 

つづきまして、策定された計画書についてご説明申し上げます。計画書

は大きく6つの章から校正されております。 

第1章には「計画の目的と策定に至る経緯」を、第2章では名勝の概要を

それぞれ記載しております。 

特に第2章におきましては、指定地の歴史的・自然的・社会的環境等につ

いて触れており、新たに作成した測量図や動植物調査の結果も記載して

おります。 

第3章においては、「名勝の本質的価値と構成要素」として、指定地のも

つ価値とそれらを構成する要素について整理を行いました。 

第4章においては、価値を構成する要素の保存と活用の現状や、指定地及

び隣接する奥の細道むすびの地記念館等における俳句を中心とした活用

の取り組み等の現状について記載するとともに、それぞれのもつ課題な

どについて整理を行いました。 

第5章においては、保存・活用・整備の方針を整理し、第6章においては、

運営・施策の実施計画や経過観察の方法等についてまとめました。 

今後は、この計画に基きながら、市教育委員会が主体となって、県や庁

内関係部局等と調整を行いながら、名勝指定を受けた現地の保全・活用

について一層の推進をはかるとともに、より良い環境の創出につとめて

まいります。 

以上、報告事項2「おくのほそ道の風景地 大垣船町川湊」の保存活用計

画書の策定につきまして、ご報告させていただきました。 

 

山本  教育

長 

次に報告事項3「寄付採納について」説明をお願いします。 

山下  庶務

課長 

報告事項3 寄附採納について 

＜別紙資料にて説明＞ 

山本  教育

長 

その他よろしいですか。 

それでは第4回の定例教育委員会を、以上で終わります。 

山下  庶務

課長 

＜次回開催＞ 

と き 平成29年8月23日（水）14:00～ 

ところ 大垣市役所北庁舎北館1階 教育委員会室 

閉会 14:40 

 


