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平成 19年 1月 30日

各都 道 府 県 教 育 委 員 会 教 育長

各指 定都 市 教育 委 員 会 教 育長

各 都 道 ‐府 県
' 知

事

附属学校を置く各国立大学法人学長‐

文部科学省初等中等教育局長

銭 谷 均具

教科書の採択 に関す る宣伝行為等 について (通知)

教科書の採択に関する宣伝行為等については、私的独占の禁止及び公正取

引の確保に関する法律 (いわゆる独占禁止法)第 2条第 9項 の規定により指

定された 「教科書業における特定の不公正な取引方法」(以下 「特殊指定」

という。)な どに基づぃて、公正確保が図られてきました。

このたび、公正取引委員会では、教科書採択の方法が整備されたことなど

を理由として、平成 18年 9月 1日 をもつて特殊指定を廃止したところです。

しかし、他社の教科書の中傷 ・誹謗や採択に際しての不当な利益供与は、

独占禁止法第 2条 第 9項 の規定により指定された 「不公正な取引方法」(Vヽ

わゆる一般指定)に より、引き続き、姿止されております。

こうした状況を踏まえ、社団法人教科書協会において 「教科書宣伝行動

準」が月U添のとおり定められましたので、お知 らせします。
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また、来年度は平成20年 度使用教科書の採択が行われますが、来年度以

降の採択にあたっては、下記の事項に留意する必要があることを採択関係者

にあらかじめ周知徹底されるとともに、これらについて、都道府県教育委員

会は域内の市区町村教育委員会に対し、都道府県知事にあつては所轄の私立

学校に対し、国立大学法人学長にあつてはその管下の附属学校に対しても周

知をお願いします。

郵
言巳

(1)丈 部科学省においては、各発行者に対して、採択の公正確保に関する

宣伝行為について指導を行つてお り (別紙参照)、採択関係者に対して

も、当該指導並びに各設置者において定められている倫理規程及び服務

規程等に則 り、採択の公正確保を一層徹底することが重要であること。

(2)採 択にあたっては、教科書の内容についての十分な調査研究を行つた

上で、適正かつ公正な採択を行 うことが必要であり、発行者による過当

な宣伝行為により影響を受けてはならず、また、発行者による他社教科

書との比較対照や他社教科書の誤謬を利用するような宣伝行為に軽々に

左右されないようにすること。

【本件連絡先】

文部科学省初等中等教育局教科書課

企画係 (高見、松岡)

狙■ 03‐5253-4111(内線 2412、

FAX  03-6734‐3739



別添

教科書宣伝行動基準

平成 19年 1月 30日

社団法人 教 科書協会

はじめに

教科書協会の加盟社は,国の将来を担う児童・生徒が国民として必要な知識,

技能を習得するために,文 部科学大臣の検定を経た教科書を発行するという,

極めて重要な社会的,公 共的使命を認識し,法 令遵守を誓い,新 しい教科書宣

伝行動基準を定める。

この社会的・公共的使命を果たすためには,優れた教科書を編纂するための企

業の主体性が最大限に発揮され,自 主釣かつ多様な取り組みによつて進められ

ねばならない。また,宣 伝行動においては,教 科書という公共性に鑑み,公 正

かつ自由な宣伝行為でなければならない。

今日,国 民の教育に対する関心はきわめて高いものがあり,さ らに教科書業

界に対しても,教 科書検定 ・選定などに,強 い関心が寄せられている。

教科書選定のプロセスには,透 明性,公 正性が求められており,し たがつて

教科書宣伝は法令道守だけでなく,倫 理的側面にも十分配慮して行うことによ

り,社 会の信頼を得なければならない。

そのため,協 会会員は,次 に定める教科書宣伝行動基準を尊重し,自 主的に

実行していくことを申し合わせる。

1.目  的

ャ本基準は,教 科書の選定が小学校,中 学校においては原貝Jとして4年 に1

回,高 校は年1回,し かも3か月程度の間に決定されるため,従 来から教科

書宣伝が集中,過 熱する傾向があるという現実を踏まえ,教 科書宣伝の公正

性を確保し,社 会から信頼される企業として健全に発展するための行動基準

として定めたものである。

2.適 用範囲           、

本基準は,社団法人教科書協会会員の直接,問接を問わず教科書採択のた

めの宣伝活動に適用する。



3コ 施 行

この基準は平成 19年 4月 1日から実施する。

4.行 動基準の内容

(1)全  般

① 会 員各社は,教 科書発行事業の社会的使命を十分に認識し,公 正かつ

自由な宣伝を確保するため,行 政官庁の指導,本 基準,法 令及び企業倫

理に関する社員教育に努める。

② 会 員各社は,教科書の選定は内容の優劣によつて行われるべきであるこ

とを銘記し,過 度な教科書宣伝は慎まなければならない。

③ 会 員各社は,公正な職務執行を義務付けられている教科書の選択に関与

する者 働 の身分と立場を尊重しなければならない。      ‐

④ 会 員各社は,学校教育の向上に貢献しようとする意識をもつて,選択関

係者に接し,健 全かつ適切な関係を保つようにしなければならない。

③ 会 員各社は,行政官庁の指導,本基準,法令を道守じ,企業倫理に則り,

公正,透 明,自 由な競争を目指し,適正な教科書宣伝に努めなければなら

ない。       、

⑥ 会 員各社は,選 択関係者に対しては,節 度ある態度,姿 勢を保ち,無

理な押し付け教科書宣伝をしてはならない。

⑦ 会 員各社は,い かなる場合であつても,他 社又は他社の商品を中傷 ・

誹謗してはならなぃ。

③ 会 員各社は,直 接であると問接であるとを問わず,選 択関係者に対し

て,金 銭,物 品,き ょう応,労 務の提供その他これらに類似する経済上

の利益を供与し,又 は供与することを申し出て,特 定の教科書を選択す

るよう勧誘してはならない。

(2)問 題となる行為

教科書の選択を直接的,問 接的にかかわらず勧誘する手段として,上 記

(注) 選 択に関与する者 (選択関係者)と は,国 公立 ・私立にかかわらず,教 科書
の推せん,選 定,採 択など教科書の採択にいたるまでの一連の行為に関与する選定

審議会委員,調 査員,地 区採択協議会委員,校 長,教 員,保 護者,教 育委員及び教

育委員会職員等をいい,採 択期間に限定されない。         ・



の考え方を踏まえると,問 題となる行為としては,以 下のものがあげられ

る。

① 教 科書の選択関係者に対する金銭の提供又はその申し出

(例示)

1)選 択関係者に対し選択を勧誘依頼するための金銭の提供

2)学 校,教 育関係者の団体,機 関等が主催する講習会,研 究会の講師の

派遣,謝 金,交 通費等の金銭補助,そ の他の名目をもつて行う金銭の提

供

3)学 校,選 択関係者又は教育関係の団体等の定期,不 定期又は臨時の刊
~        行

物,印 刷物,そ の他への過大な広告代

4)選 択関係者の出張等にかかわる交通費,宿 泊費の提供

5)選 択関係者に対し講習会,研 究会,そ の他催し物への参加に関して提

供する交通費, 日当                 ′

6)選 択関係者の転勤,冠 婚葬祭,災 害見舞いに際して行う金銭の提供

7)編 集関係に名を借 りた過当な労務報酬の提供

② 教 科書の選択関係者に対する物品の提供又はその申し出

(例示)

1)教 師用指導書 (部分サンプルは除く)

2)教 材,教 具,ソ フト (サンプルは除く)

3)書 籍,雑 誌 (機関誌は除く),辞 典

|+       4)そ の他の物品 (パソコン,ビ デオ,DVDデ ジキ等)

③ 教 科書の選択関係者に対するきよう応又はその申し出

(例示)

1)宴 会への招待,接 待

2)観 劇,観 戦,旅 行,ゴ ルフ等への招待

3)交 通機関,宿 泊施設等の提供

④ 教 科書の選択関係者に対するその他経済上の利益の供与又はその申し

出

(例示)

1)商 品券jギ フトチェック,債 券,株 券の提供及び債務の肩がわり等

2)催 しものに際して運搬,印 刷等の役務の提供

3)会 場,会 議室の提供



⑤ 他 の教科書発行者又は教科書の中傷 ・誹謗,そ の他教科書の使用 ・選

択の妨害。ただし,客観的な事実に基づく比較は,中 傷 ・誹誘,そ の他教

科書の選択の妨害には該当しない。

1)他 社教科書の中傷 ・誹議の公開流布

2)中 傷 ・誹誘記事を買入れ頒布し報道すること

3)他 社の経営内容を中傷 ・誹謗すること

4)他 社の編著者を中傷 ・誹議すること

5)編 著者をして他社又は他の教科書を中傷 ・誹議させること

(3)公正宣伝委員会

公正宣伝委員会を設置し,よ リー層の公正かつ自由な活動の実現を目指し,

下記のような取組みを行う。

① 公 正宣伝委員会は理事5名 と制度委員会正副委員長3名の計8名で構

成し,委 員長は理事より選出する。オブザーバーとして,社 団法人全国教

科書供給協会から2名選出する。

② 会 員各社から,公正宣伝の観点から問題と思われる事例の報告がなされ

た場合には,そ の事実の調査と確認を行い,速 やかに当該会員企業から

具体的な内容についての報告を求める。

また,調査に協力しない会員に対しては,対応について同委員会より理

事会に具申する。

③ 公 正宣伝委員会は,改 善が必要とみとめれば 「改善勧告」を発令する。

④  「改善勧告」の発令に際しては,発 令から1か月以内に 「改善報告書」

を公正宣伝委員会あてに提出する。

⑤ 改善勧告に従わない会員に対しては,対 応について同委員会より理事会

に具申する。あわせて,当協会ホームページ上に 「当該企業が公正宣伝委

員会により「改善勧告」を受けた事実」を掲載する。
'    以

上



別紙

18文 科初第 952号

平成 19年 1月 30日

各教科書発行者 殿

文部科学省初等中等教育局長

銭 谷 員 ! 美

教科書の採択に関す る宣伝行為等 について (通知)

教科書の採択に関する宣伝行為等については、私的独占の禁止及び公正取

引の確保に関する法律 (いわゆる独占禁止法)第 2条第 9項 の規定により指

定された 「教科書業における特定の不公正な取引方法」(以下 「特殊指定」

という。)な どに基づいて、公正確保が図られてきました。

このたび、公正取引委員会では、教科書採択の方法が整備されたことなど

を理由として、平成 18年 9月 1日 をもつて特殊指定を廃止したところです。

しかし、他社の教科書の中傷 ・誹誘や採択に際しての不当な利益供与は、

独占禁止法第 2条 第 9項 の規定により指定された 「不公正な取引方法」(い

わゆる一般指定)に より、引き続き、禁止されております。

こうした状況を踏まえ、社団法人教科書協会において 「教科書宣伝行動基

準」が別添のとおり定められたところです。

また、別紙のとおり、採択関係者に対して、教科書採択にあたつて他社教

科書との比較対照や他社教科書における誤謬を利用した宣伝行為に軽々に左

右されないようにとの注意喚起を行つたところです。

各発行者においては、採択の公正確保や教科書の適正価格の維持を図り、

教科書全体の信頼性を確保する観′点から、当該行動基準とともに、下記の諸



事項を厳守いただき、過当な宣伝行為は厳に慎み、社会の批判を招いたりす

ることのないよう、引き続き、格段の努力をお願いします。

1.採 択に関する宣伝活動等について

(1)教 職員、公職関係者又はこれらの職にあつた者など採択関係者に影響

力のある者を採択に関する宣伝活動に従事させないこと。

(2)採 択関係者の自宅訪間は行わないこと。

(3)内 容見本又は解説書等は、教科書又は教師用指導書 と記述内容やペー

ジ数等を勘案 して類似 していると考えられるものを作成 ・配布 しないこ

と。

(4)採 択期間中において、教科書に関する講習会又は研修会等を主催せずt

原則 として、関与 しないこと。また、同期間中において、編著作者をこ

れ らに関与させないこと。

(5)教 科書を児童又は生徒に給付する過程において、宣伝物を挿入 。添付

し、又は宣伝用の袋を使用するなどして教科書その他の出版物の宣伝行

為を行なわないこと。

2.見 本本等の取扱いについて

(1)各 都道府県教育委員会等への教科書見本の送付部数にういては、来年

度初頭に別途通知すること。

(2)教 員への教科書見本及び申請図書 (いわゆる白表紙本)の 献本は、行

わないこと。

【本件連絡先】

文部科学省初等中等教育局教科書課

企画係 (高見、松岡)

TEL 03‐5253-4111(内線 2412、2576)

FAX  03-6734-3739

記


