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公正取引委員会の警告を踏まえた再調査の報告に係る事実関係の確認等について 

 

平成２８年９月２０日 

千葉県教育委員会 

 

１ はじめに 

 

義務教育諸学校教科書に係る調査は昨年度実施し、結果の公表を行ったところであるが、

公正取引委員会による調査の過程において、教科書採択の公正性・透明性に疑念を生じさ

せる行為が新たに確認されたことを受け、文部科学省は、新たな事実が確認された、大日

本図書株式会社（以下、大日本図書）及び株式会社教育芸術社（以下、教育芸術社）の２

社に再調査を依頼するとともに、その他の教科書発行者にも新たな該当事実がないか確認

を行い、その結果を平成２８年８月２３日に公表した。 

千葉県においては、採択勧誘との疑念を生じさせる形で物品を提供した事案として、以

下の内容が報告された。 

①「教育芸術社」から、３人（のべ６件）に対して、りんご（価格 5,600 円程度）の提

供が行われた。該当者はいずれも市町教育委員会教育長であった。 

②「大日本図書」から、５人（のべ７件）に対して、そば・ハム（価格 1,429 円～ 

1,890 円程度）の提供が行われた。該当者は、校長または教頭であった。 

合計２社、８人（のべ１３件）の該当があり、千葉県教育委員会では、関係市町教育委

員会と連携し、調査（対象期間は平成２４年４月１日以降）を行った。 

 

２ 調査結果の全体像 

 

（１）事実関係の確認方法 

 該当のあった８人について、教科書発行者別に物品の提供を１件として整理すると、１

人で複数の案件に関わった者もいるため、合計１３件となる。詳細の内訳は図表１のとお

りである。 

  

図表１ 教科書発行者から報告された教科書発行者別該当者数・件数 

教科書 

発行者名 

採択勧誘との疑念を生じさせる形で物品を提供した事案 

人数 件数 

教育芸術社 ３ ６ 

大日本図書 ５ ７ 

合 計 ８ １３ 

 

また、該当者の事案発生時（物品の提供を受けた時）の所属に基づき教育事務所等別に

分類したところ、図表２のとおりであった。なお、平成２８年８月現在の退職者は５人で

あり、図表２のカッコ内に内数として記載している。 
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図表２ 教育事務所等別の該当者数（カッコ内は退職者数であり内数）（単位：人） 

教育事務所等 採択勧誘との疑念を生じさせる形で物品を提供した事案 

北総教育事務所 ４（２） 

東上総教育事務所 １（０） 

南房総教育事務所 ２（２） 

千葉市 １（１） 

合 計 ８（５） 

 

これらを踏まえ、千葉県教育委員会が中心となり教育芸術社及び大日本図書に対して、

それぞれの事案の詳細について事実確認を実施した。該当者については、教科書発行者か

ら聞き取った内容に基づき、県の各教育事務所の担当者並びに当該市町教育委員会の担当

者が共同で（千葉市教育委員会に係る事案においては県による統一的な方針の下、千葉市

教育委員会が）、それぞれ事実確認を実施した。退職者（平成２８年８月現在）についても

対面により事実確認を行った。 

 

（２）調査結果の概要 

８人（１３件）すべてに対して、事実確認を行った。 

該当者８人の事案（１３件）については、７人（１１件）について物品の提供の事実が

確認された。１人（２件）については、教科書発行者側に物品を送付した記録はあるが、

該当者自身に物品の受け取りの記憶がなく事実が確認できなかった。  

物品の提供について、確認された内容を大別すると図表３のとおりである。 

 

図表３ 教科書発行者別物品提供の状況                   

確認の状況 
教育芸術社 大日本図書 

人数 件数 人数 件数 

①事実が確認され、物品を受け取った（返却なし） １ １ ２ ２ 

②事実は確認されたが、物品を速やかに返却した １ １ ２ ３ 

③事実は確認されたが、他の物品を返送した １ ３   

④事実は確認されたが、返却の有無が未確認 １ １   

⑤物品の提供の事実が確認できなかった   １ ２ 

合 計 ３ ６ ５ ７ 

※教育芸術社の該当者のうち１人は２件に関わっており、上記①、②に重複している。 
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以下、教科書発行者別に確認された事実を記載する。 

 

（３）教科書発行者別調査結果について 

 

教育芸術社の事案の事実確認について 

 

①教育芸術社からの受領の状況 

教育芸術社から、該当者３人（６件）の報告を受け事実確認を行った。 

該当者３人（５件）については、教育長在職時に、教科書発行者から物品の提供を受

けた事実が確認された。ただし、１人（１件）については、教育長就任前の校長在職時

に物品の提供を受けたことが確認された。  

このうち、２人（４件）について返却が確認され、その方法は、自宅での担当者への

直接返却（１人（１件））、他の物品での返却（１人（３件））であった。また、１人（１

件）については、提供された物品を担当者に返送したとのことであったが、教育芸術社

側には返却の記憶がなく、返却の事実は確認できなかった。 

 

②教育芸術社からの物品提供の状況について 

いずれも、該当者側からの提供の求めに応じて教科書発行者側が提供したものではな

く、担当者の判断により物品が送付されている。物品は、担当者名義で送付されており、

送付の際に、該当者への事前の連絡はなかった。 

教育芸術社によれば、該当者からの先進的な教育への取組の意見聴取等に対する御

礼・感謝の気持ちとして御歳暮を贈ったとのことである。 

 

③平成２６年度、２７年度教科書採択への影響 

 ○教科書採択への関わりの状況 

  教科書発行者からの物品の提供の際、該当者３人は教育長として在職していた。３

人は当該市町教育委員会において、教科書採択事務に従事している。 

小学校教科書の採択年度である平成２６年度に「採択地区協議会委員」（単独採択地

区については採択地区協議会に代わるものとしての教育委員会臨時会の委員＝教育委

員）を務めていた者は２人であり、うち１人は採択地区協議会の会長（議長）を務め

た。 

また、中学校教科書の採択年度である平成２７年度に「採択地区協議会委員」を務

めていた者は１人であり、計３人（該当者全員）が採択地区協議会に関わりがあった。 

  

○教科書採択への影響 

   当該教科書発行者の教科書の採択に関わり、その採択年度において教育芸術社の教

科書への採択替えが行われた事例は１件である。このほか、前回に引き続き教育芸術

社を採択したものもあった。 

これらについて、教科書採択が公正・適正に行われたどうかについても徹底して調

査を行った。すべての案件について、 
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 ・教科書採択に係る仕組みの再確認 

 ・当該採択地区協議会で作成された資料の確認 

 ・該当者以外の関係者からの聞き取り調査や議事録の確認 

  等を行った結果、いずれについても該当者による不正な働きかけ等はなく、物品の提

供による採択への影響はなかったことが確認できた。 

 

 

大日本図書の事案の事実確認について 

 

①大日本図書からの受領の状況 

大日本図書から、該当者５人（７件）の報告を受け事実確認を行った。 

該当者４人（５件）については、校長または教頭在職時に、教科書発行者から物品の

提供を受けた事実が確認された。ただし、１人（２件）については、教科書発行者側に

物品を送付した記録はあるが、該当者自身に大日本図書から物品を受け取った記憶がな

く事実が確認できなかった。 

物品の提供を受けたことが確認できた者（４人（５件））のうち、２人（３件）につい

て返却が確認され、その方法は、宅配便での返却や職場での担当者への直接の返却であ

った。 

 

②大日本図書からの物品提供の状況について 

いずれも、該当者側からの提供の求めに応じて教科書発行者側が提供したものではな

く、担当者の判断により物品が送付されている。物品は、会社名義で、担当者名を記載

して送付されており、送付の際に、該当者への事前の連絡はなかった。 

大日本図書によれば、該当者への研究会での講師依頼、該当者からの小中学校の副読

本に関する意見聴取等への御礼・感謝の気持ちとして御歳暮を贈ったとのことである。 

 

③平成２６年度、２７年度教科書採択への影響 

  教科書発行者からの物品の提供の際、校長として在職していた者は３人、教頭として

在職していた者は２人である。 

○教科書採択への関わりの状況 

 ・平成２６年度、２７年度に、「採択地区協議会委員」を務めていた者はいない。 

 ・当該教科・種目の採択地区協議会「調査員」を務めていた者はいない。 

 ・県の教科用図書選定審議会の委員及び当該教科・種目の「専門調査員」を務めてい

た者はいない。 

 ○教育行政への関わり 

教科書発行者からの物品の提供時に、教育委員会で教育行政に従事していた者はい

ないが、その後の異動で教育行政に従事した者は２人である。このうち、教科書採択

事務に関わった者はいない。 

 ○教科書採択への影響 

   教科書採択に関わった者はいない。該当者以外の関係者からの聞き取り調査や「採
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択地区協議会」議事録の確認等を行った結果、いずれについても該当者による不正な

働きかけ等はなく、物品の提供による採択への影響はなかったことが確認できた。 

  

 

３ 該当者の「物品の提供」に係る事実関係の詳細 

  

以下に示す事実関係は、すべて教科書発行者及び該当者からの聞き取りを実施した上で

のものであり、教科書発行者が把握している内容と聞き取りの際の該当者の発言を総合し

たものとなっている。 

 ただし、提供されたとする物品の品目や金額については、該当者が明確に把握していな

いことが多く、その場合は、教科書発行者が文部科学省に報告した品目と金額を優先して

記載している。 

 また、該当者による物品の返却の状況は、県教育委員会が確認できたものを記載してい

る。 

 

３－１ 「教育芸術社」 

  

平成２８年８月２３日の文部科学省公表時において、「教育芸術社」については３人の該

当があった。これら３人について、以下の【事案１～３】のとおりまとめた。 

 

【事案１】（該当者について、本項では「当事者」という。以下すべての事案について同じ。） 

（１）時期・物品等 

  ①提供された回数：１回 

  ②時期：平成２６年１２月 
  ③提供された物品の内容・金額 
   りんご、５，６００円（金額は、教育芸術社が文部科学省に報告した金額） 
  ④物品の提供方法 

教育芸術社の担当者名義で当事者宛て、自宅に送付 
  ⑤物品の提供理由（理由は、教育芸術社の担当者への聴取内容） 

当事者からの先進的な教育の取組に係る意見聴取等に対する御礼 
  ⑥物品の提供に係る当事者の対応 

物品提供の事実は確認されたが、返却の有無が未確認（図表３の④の場合） 

 

（２）当事者の所属等 

（平成２６年度）市原市教育委員会 教育長   （平成２８年度）退任済 

 

（３）事実関係 

 教育芸術社の担当者によれば、平成２６年１２月、りんご産地の業者に依頼し、当事者

の自宅宛てにりんごを送付している。また、会社名義ではなく、担当者の個人名で発送さ

れていたが、御歳暮の代金等に係る支払いについては会社が一括して行っていたとのこと
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であった。 
当事者は、教育芸術社の担当者から御歳暮が届いたことを受け、自ら教育芸術社の担当

者に対し、二度と送ることのないよう連絡し、その後、当事者の配偶者が御歳暮を返却し

たとのことであったが、教育芸術社の担当者は、当事者から証言のあった内容の電話の記

憶はあるが御歳暮の返却は記憶にないとのことであった。 

 

（４）平成２６年度実施の教科書採択について 

当事者は、平成２６年度の教科書採択において、市原市教育委員会教育長として、教育

委員会臨時会に参加し、採択事務に関わった。 

  
①採択地区 
市原市教育委員会は、市原市単独で「市原市採択地区」を構成している。 

 
②当該採択地区の小学校用教科書［音楽］の採択状況 
 平成２６年度まで使用（平成２２年度に採択したもの）：教育出版 
 平成２７年度以降使用（平成２６年度に採択したもの）：教育芸術社 
 
③平成２６年度実施の小学校教科書採択の経緯 
教科書の採択に際し、市原市教育委員会の諮問により、教科書の内容を調査研究する

ために、教科用図書選定委員会を設置した。選定委員会の委員は、平成２６年度は、市

原市立小学校長の代表、市原市立中学校長の代表、特別支援学級を設置する市原市立小

中学校の代表、学識経験者、保護者代表、学校教育部長、指導課長の計７人で組織され、

当事者を含む教育委員は含まれていない。 

  第１回教科用図書選定委員会で、委員の互選によって委員長、副委員長を各１人ずつ

決定するとともに、教科書に関する事項について専門的に調査研究させるために、教科

書の種目ごとに１２の専門部会を置くことを決定した。 

  部会の構成メンバーは、基本的に各部会にその教科に精通した管理職を入れるととも

に、３人～５人（小学校・音楽は５人）の教員が推薦され、選定委員長から指名されて

部会員となった。 

  選定委員会の調査依頼を受け、専門部会では、採択の対象となるすべての教科書につ

いて、市原市の教育施策に適合していること並びに市原市の児童生徒の生活経験及び学

習能力に適合していることを考慮しながら、調査研究の観点（４項１４観点）に基づき

各教科書の良さを調査研究結果としてまとめた。 

  調査結果は、第２回教科用図書選定委員会で各専門部の代表者により報告され、報告

をもとに選定委員で協議し、各教科ごとに２社に候補を絞り、教育委員会に答申した。 

答申を受け、教育委員会臨時会では、小学校音楽の教科書に必要な要素等についての

協議をした後、市原市教育委員会教育長である当事者１人、教育委員４人の計５人で、

教科ごとに無記名投票を行い、小学校・音楽については、過半数を得た教育芸術社の教

科書が採択された。 
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④平成２６年度実施の教科書採択への影響等 

③で述べたとおり、採択にあたっては、教育委員会臨時会において、答申についての

質疑の後、無記名投票が行われたが、議事録の内容や当事者以外の教育委員４人それぞ

れに、特定の教科書の強い推薦や偏った意見発表がなかったか確認したが、そのような

事実は当事者以外の者も含め一切ないとのことであった。 

  以上のことから、平成２６年度実施の当該採択地区における教科書採択は公正かつ適

正に行われたものと考えられる。 

また、当事者は、平成２７年度の教科書採択に係る教育委員会臨時会前の平成２７年

７月に退任しているため、平成２７年度の教科書採択には関わっていない。 

 

 

【事案２】 

（１）時期・物品等 

  ①提供された回数：３回   

②時期：平成２４年１２月 
平成２５年１２月 
平成２６年１２月       

  ③提供された物品の内容・金額 
   りんご、５，６００円（金額は、教育芸術社が文部科学省に報告した金額）   

④物品の提供方法 
教育芸術社の担当者名義で当事者宛て、自宅に送付   

⑤物品の提供理由（理由は、教育芸術社の担当者への聴取内容） 
当事者からの君津市の取組に関する意見聴取等への御礼   

⑥物品の提供に係る当事者の対応 

物品提供の事実は確認されたが、他の物品を返送した（図表３の③の場合） 

 

（２）当事者の所属等 

（平成２４・２５・２６年度）君津市教育委員会 教育長 （平成２８年度）退任済 

 

（３）事実関係 

教育芸術社の担当者によれば、平成２４・２５・２６年の１２月、りんご産地の業者に

依頼し、当事者の自宅宛てにりんごを送付している。いずれも、会社名義ではなく、担当

者の個人名で発送されていたが、御歳暮の代金等に係る支払いについては会社が一括して

行っていたとのことであった。 
当事者は、２～３回の送付であったことを記憶しているが、平成２４・２５・２６年度

の３か年に物品を提供されたかどうかの記憶が曖昧であり、正確な年度並びに回数は記憶

していない。また、個人的な御歳暮と認識しており、教育芸術社の担当者に対し、当事者

が購入した物品（自然薯）をその都度送った。 
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（４）平成２６年度実施の教科書採択について 

当事者は、平成２６年度の教科書採択において「君津採択地区」の協議会委員を務めた。 

①採択地区 

  君津市教育委員会は、木更津市教育委員会と富津市教育委員会と袖ケ浦市教育委員会

とともに「君津採択地区」を形成している。 

 

②当該採択地区の小学校用教科書[音楽]の採択状況 

 平成２６年度まで使用（平成２２年度に採択したもの）：教育芸術社 
 平成２７年度以降使用（平成２６年度に採択したもの）：教育芸術社 

 

③平成２６年度実施の教科書採択の経緯 

  君津採択地区協議会は、４市からそれぞれ５人（教育長、教育委員の代表、小中学校

長の代表、教諭の代表、保護者の代表、各１人）ずつの計２０人で構成されている。そ

の下部組織として、教科ごとに教科書の調査研究を行う研究調査委員がおり、研究調査

委員は各市から１～２人ずつを委員（一部市からの委員がいない教科もある）として、

３～５人で構成されている。 

  当該採択地区の調査研究は、採択の対象となるすべての教科書について、調査研究の

観点に基づき、それらの教科書の良さを調査研究結果としてとりまとめるものであった。

その上で、採択地区協議会においては、各教科の調査研究結果を研究調査委員から報告

を受け、採択すべき教科書を選定している。 

  平成２６年度の採択地区協議会は、君津市から当事者を含めた５人が委員として出席

している。また、当事者は、委員の互選により会長（議長）を務めている。 

  第２回採択地区協議会では、調査研究結果の報告を受け、研究調査委員が退席した後、

協議会委員が指導内容の明確さ等について協議し、採択すべき教科書として、小学校・

音楽については、教育芸術社の教科書を選定した。 

  協議会終了後、各市に結果が伝えられ、君津市教育委員会においては、採択地区協議

会の選定に基づき、教育長たる当事者が専決により教育芸術社発行の教科書を採択し、

その結果を第７回教育委員会会議で報告している。  

 

④平成２６年度実施の教科書採択への影響等 

③で述べたとおり、当該採択地区協議会では、調査研究委員からの調査研究報告終了

後に教科書を選定しており、議事録の内容や当事者以外の協議会委員に対して、特定の

教科書の強い推薦や偏った意見発表がなかったか確認したが、そのような事実は当事者

以外の者も含め一切ないとのことであった。また、君津市における教科書採択について

も、前述のとおりに採択地区協議会の選定結果に基づいた教科書の採択が行われている。 

  以上のことから、平成２６年度実施の当該採択地区における教科書採択は公正かつ適

正に行われたものと考えられる。 

  なお、当事者は、平成２６年度末に退任し、平成２７年度の教科書採択には関わって

いない。 
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【事案３】 

（１）時期・物品等 

  ①提供された回数：２回   

②時期：平成２４年１２月  
平成２７年１２月  

  ③提供された物品の内容・金額 
   りんご、５，６００円（金額は、教育芸術社が文部科学省に報告した金額）   

④物品の提供方法 
教育芸術社の担当者名義で当事者宛て、自宅に送付   

⑤物品の提供理由（理由は、教育芸術社の担当者への聴取内容） 
当事者からの学校教育全般についての意見聴取への御礼 

⑥物品の提供に係る当事者の対応 

物品提供の事実が確認され、物品を受け取った（図表３の①の場合）〈平成２４年〉 

物品提供の事実が確認されたが、物品を速やかに返却した 

（図表３の②の場合）〈平成２７年〉 

 

（２）当事者の所属等 

（平成２４年度）茂原市立小学校校長   （平成２４年度末）退職 
（平成２７年度）睦沢町教育委員会教育長 （平成２８年度）睦沢町教育委員会教育長 

 

（３）事実関係 

教育芸術社の担当者によれば、平成２４・２７年の１２月、りんご産地の業者に依頼 
し、当事者の自宅にりんごを送付している。いずれも、会社名義ではなく、担当者の個人

名で発送されていたが、御歳暮の代金等に係る支払いについては会社が一括して行ってい

たとのことであった。 
平成２４年度は、当事者に送り主の心当たりがなかったため、物品を自宅に保管してお

いた。翌年、当事者の勤務校を担当者が訪問した際、担当者が送り主であることを知った

当事者は、今後、御歳暮を送付しないよう担当者に話をしたが、御歳暮の返却はなかった。 
平成２７年度は、平成２８年１月に、自宅にて、発行者の担当者に当事者の配偶者から 

御歳暮の返却があった。 

 

（４）平成２７年度実施の教科書採択について 

当事者は、平成２７年度の教科書採択において「長生採択地区」の協議会委員を務めた。 

  

①採択地区 

  睦沢町教育委員会は、茂原市教育委員会、白子町教育委員会、一宮町教育委員会、長

南町教育委員会、長柄町教育委員会、長生村教育委員会とともに「長生採択地区」を形

成している。 
 

②当該採択地区の教科書採択状況 
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◇当該採択地区の中学校用教科書[音楽（一般）]の採択状況 

 平成２７年度まで使用（平成２３年度に採択したもの）：教育芸術社 
 平成２８年度以降使用（平成２７年度に採択したもの）：教育芸術社 

 

◇当該採択地区の中学校用教科書[音楽（器楽）]の採択状況 

 平成２７年度まで使用（平成２３年度に採択したもの）：教育芸術社 
 平成２８年度以降使用（平成２７年度に採択したもの）：教育芸術社 

 

③平成２７年度実施の教科書採択の経緯 

  長生採択地区協議会は、２２名の委員をもって構成され、その内訳は当該地区教育委 
員会代表１４名（各市町村教育委員会教育長１人、教育委員長または職務代理者１人）、 
校長会・教員代表４名、ＰＴＡ・有識者代表４名となっている。また、会長は、これら 
の委員の互選によって選出され、事務局は、毎回茂原市教育委員会内に置かれている。 
協議会内には、専門調査委員会を設け、種目ごとに専門調査委員を３名置くことになっ 
ている。専門調査委員は、会長が各市町村教育委員会の推薦に基づき、委嘱する。 
３名の内訳は、その種目について専門的知識を有する者で、原則として管理職１名、 

教諭２名となっている。また、専門調査委員は、会長の命により、教科書に関する専門

的事項を調査研究し、その結果についての資料を作成し、専門調査員長が採択地区協議

会において報告する。採択地区協議会はその報告を受け、採択すべき教科書を選定する｡ 
第１回採択地区協議会において、専門調査委員が会長より委嘱され、専門調査委員は 

調査研究を始めた。この調査研究は、事前に示された調査研究の観点に従って行われ、

教科書の優劣をつけるようなものではなく、各教科書の良い点を中心にとりまとめてい

くものであった。 
第２回採択地区協議会においては、まず、専門調査委員長が代表として、調査研究資 

料に基づき報告を行った。音楽では、特定の出版社を推薦するような報告ではなく、各

出版社の良い点を中心に報告した。調査研究の結果の報告を受け、音楽指導と人権教育

の関わり等について質疑が行われたが、専門調査委員長が退席した後、協議会委員によ

る協議が行われ、中学校音楽（一般）・音楽（器楽）については、それぞれ教育芸術社

の教科書が選定された。 
協議会終了後、各市町村に結果が伝えられ、睦沢町では、採択地区協議会の選定に基

づき、教育委員会議（７月定例会）において、教育芸術社の教科書が採択された。 
当事者は、平成２７年６月１２日に教育長に就任したため、第２回より協議会委員 

として、採択地区協議会に出席している。また、睦沢町では、教育委員会議（７月定例

会）に、議長として出席し、教科書の採択に関わった。 

 

④平成２７年度実施の教科書採択への影響等 

③で述べたとおり、当事者は、第２回より協議会委員として、採択地区協議会に出席

しており、議事録の内容や当事者以外の協議会委員に対して、特定の教科書の強い推薦

や偏った意見発表がなかったか確認したが、そのような事実は当事者からは一切ないと

のことであった。また、睦沢町における教科書採択についても、前述のとおりに採択地
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区協議会の選定結果に基づいた教科書の採択が行われている。 

  以上のことから、平成２７年度実施の当該採択地区における教科書採択は公正かつ適

正に行われたものと考えられる。 

  

 

３－２ 「大日本図書」 

  

平成２８年８月２３日の文部科学省公表時において、「大日本図書」については５人の該

当があった。これら５人について、以下の【事案４～８】のとおりまとめた。 

 

【事案４】 

（１）時期・物品等 

  ①提供された回数：１回   

②時期：平成２４年１２月 

  ③提供された物品の内容・金額 
    そば、１，４２９円（金額は、大日本図書が文部科学省に報告した金額）   

④物品の提供方法 
会社名義（担当者名も記載）で当事者宛て、自宅に送付   

⑤物品の提供理由（理由は、大日本図書の担当者への聴取内容） 
大日本図書の担当者が当事者に対して講師依頼を行い、引き受けていただいた御礼  

⑥物品の提供に係る当事者の対応 

物品提供の事実が確認され、物品を受け取った（図表３の①の場合） 

 

（２）当事者の所属等 

（平成２４年度）千葉市立小学校校長   （平成２８年度）退職済 
 

（３）事実関係 

 大日本図書の担当者によれば、「そば」は、担当者が、そばの取扱店（製麺会社）に送付

を依頼し、取扱店から送付している。また、当事者から御歳暮の返却はなかった。 

 

（４）平成２６年度実施の教科書採択について 

当事者は、平成２６年度の教科書採択に関与していない。 

 

 

【事案５】 

（１）時期・物品等 

  ①提供された回数：１回   

②時期：平成２４年１２月 

  ③提供された物品の内容・金額 
    ハム、１，８９０円（品目・金額は、大日本図書が文部科学省に報告したもの）   
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④物品の提供方法 
会社名義（担当者名も記載）で当事者宛て、自宅に送付 

  ⑤物品の提供理由（理由は、大日本図書の担当者への聴取内容） 
「小学校・体育の副読本」について、２回程度、当事者からの意見聴取への御礼   

⑥物品の提供に係る当事者の対応 

物品提供の事実が確認され、物品を受け取った（図表３の①の場合） 

 

（２）当事者の所属等 

（平成２４年度）四街道市立小学校校長   （平成２８年度）退職済 
 

（３）事実関係 

 大日本図書の担当者によれば、文科省への報告は、品目を「ハム」として報告したが、

正確には、「肉の加工品」であり、「しぐれ煮」等の詰め合わせ品であった。 

御歳暮は大日本図書の担当者が小売店で購入し、会社から送付している。 

 また、当事者から御歳暮の返却はなかった。 

 

（４）平成２６年度実施の教科書採択について 

当事者は、平成２６年度の教科書採択に関与していない。 

 

 

【事案６】 

（１）時期・物品等 

  ①提供された回数：１回   

②時期：平成２４年１２月 

  ③提供された物品の内容・金額 
    ハム、１，８９０円（品目・金額は、大日本図書が文部科学省に報告したもの）   

④物品の提供方法 
会社名義（担当者名も記載）で当事者宛て、自宅に送付   

⑤物品の提供理由（理由は、大日本図書の担当者への聴取内容） 
「小学校・体育の副読本」について、２回程度、当事者からの意見聴取への御礼   

⑥物品の提供に係る当事者の対応 

物品提供の事実は確認されたが、物品を速やかに返却した（図表３の②の場合） 

 

（２）当事者の所属等 

（平成２４年度）印西市立小学校教頭  （平成２８年度）印西市教育委員会職員 
 

（３）事実関係 

 大日本図書の担当者によれば、文科省への報告は、品目を「ハム」として報告したが、

正確には、「肉の加工品」であり、「しぐれ煮」等の詰め合わせ品であった。 

御歳暮は大日本図書の担当者が小売店で購入し、会社から送付している。 
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 当事者は、御歳暮を、平成２４年１２月に宅配便により返却している。 

（４）平成２６年度実施の教科書採択について 

当事者は、平成２６年度の教科書採択に関与していない。 

 

 

【事案７】 

（１）時期・物品等 

  ①提供された回数：２回   

②時期：平成２４年１２月 
平成２５年１２月 

  ③提供された物品の内容・金額 
    ハム、１，８９０円（品目・金額は、大日本図書が文部科学省に報告したもの）   

④物品の提供方法 
会社名義（担当者名も記載）で当事者宛て、自宅に送付   

⑤物品の提供理由（理由は、大日本図書の担当者への聴取内容） 
「中学校・保健体育の副読本」について、２回程度、当事者からの意見聴取への御礼 

  ⑥物品の提供に係る当事者の対応 

物品提供の事実が確認できない（図表３の⑤の場合） 

 

（２）当事者の所属等 

（平成２４年度）四街道市立中学校校長 
（平成２５年度）四街道市立中学校校長   （平成２８年度）退職済 

 

（３）事実関係 

 大日本図書の担当者によれば、文科省への報告は、品目を「ハム」として報告したが、

正確には、「肉の加工品」であり、「しぐれ煮」等の詰め合わせ品であった。 

御歳暮は大日本図書の担当者が小売店で購入し、会社から送付している。 

 また、当事者への聴取では、日頃の御歳暮などの届けものは配偶者が管理しており、当 
事者は担当者からの御歳暮の提供について覚えがなく、配偶者も覚えていないということ 
であった。 

 

（４）平成２７年度実施の教科書採択について 

当事者は、平成２７年度の教科書採択に関与していない。 

 

 

【事案８】 

（１）時期・物品等 

  ①提供された回数：２回   

②時期：平成２４年１２月 
平成２５年１２月 
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  ③提供された物品の内容・金額 
    ハム、１，８９０円（品目・金額は、大日本図書が文部科学省に報告したもの） 
  ④物品の提供方法 

会社名義（担当者名も記載）で当事者宛て、自宅に送付 
  ⑤物品の提供理由（理由は、大日本図書の担当者への聴取内容） 

「中学校・保健体育の副読本」について、２回程度、当事者からの意見聴取への御礼 
  ⑥物品の提供に係る当事者の対応 

物品提供の事実は確認されたが、物品を速やかに返却した（図表３の②の場合） 

 

（２）当事者の所属等 

（平成２４年度）佐倉市立中学校教頭 
（平成２５年度）佐倉市立中学校教頭  （平成２８年度）佐倉市教育委員会職員 
 

（３）事実関係 

 大日本図書の担当者によれば、文科省への報告は、品目を「ハム」として報告したが、

正確には、「肉の加工品」であり、「しぐれ煮」等の詰め合わせ品であった。 

御歳暮は大日本図書の担当者が小売店で購入し、会社から送付している。 

平成２４年１２月に送付した御歳暮は、同月中に宅配便により返却された。 

 平成２５年は、当事者から受け取れないとの連絡があり、１２月中に、学校で大日本図

書の担当者に返却された。 
 

（４）平成２７年度実施の教科書採択について 

当事者は、平成２７年度の教科書採択に関与していない。 

 

 

４ 調査結果の総括とそれを踏まえた県教育委員会の対応 

 

○教科書発行者との関係においては、利害関係の有無にかかわらず、関係者との会食や 

贈答品授受等、職の信用を失墜し県民の不信・疑惑を招くような行為は厳に慎むべき

であり、教科書採択に係る公正性・透明性に対して疑念を生じさせかねない事態が発

生した点については極めて遺憾である。 

○今回の事案は、教科書発行者が採択勧誘を行ったとの疑念を生じさせかねない形で物

品を提供した事案であり、該当者からの求めに応じて物品が提供された事案はなかっ

たが、該当者が物品を提供された時にすぐ返却する等の対応をとるなど、教科書発行

者との健全かつ適切な関係を保つよう努める必要があった。 

また、そうした適切な対応を怠り、結果的にではあれ、物品を受領したのであれば、

教科書採択への関与は避けるべきであった。学校関係者や教育委員会においては、こ

うしたことが、採択勧誘との疑念を生じさせ、教科書採択の公正性・透明性に疑念を

生じさせる行為とも受け止められかねないものであることを強く認識する必要がある。 

○県教育委員会としては、引き続き市町村教育委員会・各学校に対して教科書採択の公
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正確保に係る注意喚起をするとともに、教科書発行者からの不当な勧誘や利益供与が

疑われる行為があった場合には、速やかに県教育委員会に報告するよう改めて周知徹

底を図っていく。 

○その際、学校から報告のあった行為が教科書採択の公正性に疑念を生じさせるもので

ある場合には、県教育委員会としての対応はもとより、文部科学省にも速やかに情報

提供し、教科書発行者への調査・指導を要請することとする。 

 


