全国都道府県教育長協議会・教育委員協議会要望書及び意見表明等の記録
年度

平成29年度

実施日等

提出先等
文部科学大臣、財務大臣、
総務大臣、
自由民主党財務金融部会長、
公明党文部科学部会長、
全国会議員

29.11.20

・新学習指導要領の全面実施と学校における働き方改革のための緊急要望

29.11.20

・平成３０年度文教予算に関する特別要望

29.11．9

・「運動部活動」に関する意見について

スポーツ庁政策課学校体育室
長

29.10.17

・「第３期教育振興基本計画の策定に向けたこれまでの審議経過について」に対する意見につ
いて

中央教育審議会教育振興基本
計画特別部会長

29.10. 4

・大学入学共通テストにおける英語民間資格・検定試験に関する要望

文部科学大臣

29. 7.19

・平成３０年度国の施策並びに予算に関する要望

文部科学大臣、財務大臣、
総務大臣、外務大臣
全国会議員

29. 6.12

・「高大接続改革の進捗状況に関する要望

文部科学大臣

29. 3. 6

・「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する基本指針骨子」
に対する意見書について

文部科学大臣

28.12.20

・初等中等教育段階における教育の情報化の推進に向けた著作物利用の円滑化に向けた権利制
限規定の見直し等に関する要望

文化審議会著作権分科会

28.11.24

・「教科書検定の見直し」に関する意見について

文部科学省初等中等教育局教
科書課長

28.11.22

・平成２９年度文教予算に関する特別要望

文部科学大臣、財務大臣、
総務大臣、全国会議員

28.10.31

・「次期学習指導要領等に向けたこれまでの審議のまとめ」に対する意見について

中央教育審議会初等中等教育
分科会教育課程部会教育課程
企画特別部会

28.10.17

・公立義務教育諸学校の教職員定数に関する緊急要望

文部科学大臣

28. 9 .6

・「デジタル教科書」の位置付けに関する検討会議中間まとめに対する意見について

文部科学省初等中等教育局教
科書課長

28. 7.19

・平成２９年度国の施策並びに予算に関する要望

文部科学大臣、財務大臣、
総務大臣、全国会議員

28. 5.24

・平成２８年度予算（公立学校施設整備費関連）に関する緊急要望

文部科学大臣

・平成２８年度文教予算に関する特別要望

文部科学大臣、財務大臣、
総務大臣、全国会議員

27.11. 5

・公立義務教育諸学校の教職員定数に関する緊急要望

文部科学大臣

27.10.28

・「高大接続システム改革会議（中間まとめ）」に対する意見について

高大接続システム改革会議座
長

27. 9.18

・「これからの学校教育を担う教員の資質能力の向上について（中間まとめ）」に対する意見
について

中央教育審議会初等中等教育
分科会教員養成部会長

27. 9.14

・「チームとしての学校・教職員の在り方」に関する意見について

文部科学大臣

27. 8.27

・「地域とともにある学校の在り方」に関する意見について

文部科学大臣

27. 8. 4

・選挙権年齢引き下げに伴う学校における教育活動の適正な実施に関する意見について

文部科学大臣

27. 7.22

・平成２８年度国の施策並びに予算に関する要望

文部科学大臣、財務大臣、
総務大臣、全国会議員

27. 6.10

・平成２７年度予算（公立学校施設整備費関連）に関する緊急要望

文部科学大臣

27. 6.10

・教職員定数に関する緊急要望

文部科学大臣

平成28年度

平成27年度
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26.11.18

・平成２７年度文教予算に関する特別要望

文部科学大臣、財務大臣、
総務大臣、全国会議員

26. 7.28

・平成２７年度国の施策並びに予算に関する要望

文部科学大臣、財務大臣、
総務大臣、全国会議員

26. 7.22

・「教育再生の実行に向けた教職員等指導体制の在り方等」に対する意見について

文部科学大臣

26. 6. 6

・平成２６年度予算（学校施設環境改善交付金関連）に関する緊急要望

文部科学大臣

26. 5.15

・「中央教育審議会高大接続特別部会審議経過報告」及び「初等中等教育分科
育部会審議まとめ（案）」に対する意見について

25.11.25

・平成２６年度文教予算に関する特別要望

文部科学大臣、財務大臣、
総務大臣、全国会議員

25.10.28

・今後の教育行政の在り方に対する意見について

文部科学大臣

25. 7.25

・平成２６年度国の施策並びに予算に関する要望

文部科学大臣、財務大臣、
総務大臣、全国会議員

25. 6.20

・今後の教育行政の在り方に対する意見について

文部科学大臣

25. 6.12

・「教職員の人事管理を含めた教職員定数の在り方」に対する意見について

文部科学大臣

25. 3. 4

・「公立高校授業料無償制・高等学校等就学支援金制度」に対する意見について

文部科学大臣

25. 1.18

・平成25年度予算編成等に関する緊急要望

文部科学大臣

25. 1.18

・平成25年度文教予算に関する特別要望

文部科学大臣

24.12. 4

・「教職員のメンタルヘルス対策検討会議の中間まとめ」に対する意見について

文部科学省初等中等教育局長

24.11.26

・平成25年度文教予算に関する特別要望

文部科学大臣、財務大臣、
総務大臣、全国会議員

24.11.26

・公立学校の耐震化の推進に関する緊急要望

文部科学大臣

24.10.24

・「今後の青少年の体験活動の推進について（中間報告）に対する意見について」に関する意
見

中央教育審議会スポーツ・青
少年分科会青少年の体験活動
の推進の在り方に関する部会
長

24.10.16

・「第２期教育振興基本計画策定に対する意見について」に関する意見

中央教育審議会教育振興基本
計画部会長

24. 7.24

・平成２５年度国の施策並びに予算に関する要望

文部科学大臣、財務大臣、
総務大臣、全国会議員

24. 6.12

・「教職生活の全体を通じた教員の資質能力の総合的な向上方策について（審議のまとめ）」
に対する意見

文部科学大臣

会高等学校教

文部科学大臣

平成24年度
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24. 3.19

・「インクルーシブ教育システム構築のための今後の特別支援教育の推進方策に対する意見に
ついて」に関する意見

文部科学大臣

24. 3.19

・「第２期教育振興基本計画策定に対する意見について」に関する意見

中央教育審議会教育振興基本
計画部会長

24. 2. 3

・「平成２１年告示高等学校学習指導要領に対応した平成２８年度大学入試センター試験から
の出題教科・科目等について（中間まとめ）」に関する意見

独立行政法人大学入試セン
ター理事長

23.12.16

・義務教育の質の向上に関する緊急要望

文部科学大臣、財務大臣

23.12. 9

・義務教育費国庫負担金の削減に対する意見

文部科学大臣、財務大臣、
総務大臣

23.11.18

・平成24年度文教予算に関する特別要望

文部科学大臣、財務大臣、
総務大臣、全国会議員

23. 7.26

・「教職生活の全体を通じた教員の資質能力の総合的な向上方策について（審議経過報告）」
に関する意見

文部科学大臣

23. 7.22

・平成２４年度国の施策並びに予算に関する要望

文部科学大臣、財務大臣、
総務大臣、全国会議員

23. 7.21

・公立義務教育諸学校の学級規模及び教職員配置の適正化に関する意見

文部科学大臣

23. 7. 4

・教育公務員の協約締結権に関する意見

文部科学大臣、総務大臣

23. 5.26

・東日本大震災（東北地方太平洋沖地震）に係る対応に関する緊急要望

文部科学大臣、財務大臣、
総務大臣、全国会議員
内閣府特命担当大臣

23. 4.27

・学校施設の耐震化等の促進に関する緊急要望

文部科学大臣

23. 3.28

・指導的地位への女性の参画拡大に関する課題及び国への要望

内閣府特命担当大臣

23. 1.31

・３５人以下学級の制度化及び柔軟な学級編制のための制度改正案に関する意見

文部科学大臣

23. 1.31

・「平成２１年告示高等学校学習指導要領に対応した大学入試センター試験の数学、理科の出
題科目等について（案）」に関する意見

独立行政法人大学入試セン
ター理事長

22.12.16

・休暇改革国民会議「休暇取得の分散化等」に関する意見

第２回休暇改革国民会議

22.12. 9

・国立青少年教育施設の地方移管に関する意見

文部科学大臣、
内閣府特命担当大臣

22.11.26

・「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について」（答申素案）に関する意
見

中等教育審議会キャリア教
育・職業教育特別部会長

22.11.19

・平成23年度文教予算に関する特別要望

文部科学大臣、財務大臣、
総務大臣、全国会議員

22.10.27

・障害者の権利に関する条約の理念を踏まえた特別支援教育の在り方に関する意見

文部科学大臣

22.10.25

・教育公務員の定年延長に関する意見

文部科学大臣

22. 8.25

・今後の学級編制及び教職員定数に関する意見

文部科学省初等中等教育局長
民主党副幹事長

22. 7.16

先導的大学改革推進委託事業
「高等学校段階の学力を客観
・「【経過報告】『高大接続テスト(仮称）』，その必要性・性格・特徴について―協議・研究
的に把握・活用できる新たな
の現段階―」に関する意見
仕組みに関する調査研究」研
究代表

22. 7.16

・平成２３年度国の施策並びに予算に関する要望

文部科学大臣、財務大臣、
総務大臣、全国会議員

22. 7. 2

・学校評価ガイドライン〔平成２２年改訂〕(案)に対する意見

文部科学省初等中等教育局参
事官

平成23年度

平成22年度
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22. 3.31

・学校施設の耐震化等施設整備事業促進に関する緊急要望

文部科学大臣、財務大臣

22. 3.24

・教員の資質向上に関する意見

文部科学省初等中等教育局教
職員課長

22. 3.10

・「児童生徒の学習評価の在り方に関するワーキンググループにおける審議の中間まとめ」に
ついて（意見）

文部科学省初等中等教育局教
育課程課長

22. 2.18

・今後の学級編制及び教職員定数に関する意見

文部科学大臣

22. 1.19

・公立高校授業料の無償化における地方負担撤回等についての緊急要望

文部科学大臣

21.12.15

・行政刷新会議事業仕分け対象事業(教育関連予算）に関する意見について

文部科学大臣

・平成22年度文教予算に関する特別要望

文部科学大臣、財務大臣、
総務大臣、全国会議員

21.12. 3

・平成22年度文部科学省諸施策に関する緊急要望

文部科学大臣

21.11. 4

・新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチン接種に関する緊急要望

文部科学大臣、厚生労働大臣

21.10. 8

・平成21年度第1次補正予算の事業の見直しに関する緊急要望

国家戦略担当大臣、内閣官房
長官、内閣府特命担当大臣、
文部科学大臣、財務大臣

21. 9.30

・平成21年度補正予算（安全・安心な学校づくり交付金関連）に関する緊急要望

文部科学大臣、財務大臣、内
閣府特命担当大臣、

21. 9.29

・「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について」に関する意見

中等教育審議会キャリア教
育・職業教育特別部会長

21. 9.11

・新型インフルエンザ（A/H1N1）対策に関する緊急要望

厚生労働大臣

21. 8.21

・子どもの徳育に関する懇談会における「審議の概要」に係る意見等

子どもの徳育に関する懇談会
会長

21. 8.21

・「生徒指導提要」に掲載すべき項目（案）への意見

生徒指導提要の作成に関する
協力者会議座長

21. 7.17

・平成２２年度国の施策並びに予算に関する要望

文部科学大臣、財務大臣、
総務大臣、全国会議員

21. 7. 8

・「スクール・ニューディール」構想及び理科教育設備の充実に関する緊急要望

文部科学大臣、内閣府特命担
当大臣、

21. 7. 8

・「児童生徒の学習評価の在り方」に関する意見

中央教育審議会初等中等教育
分科会教育課程部会児童生徒
の学習評価の在り方に関する
ワーキング主査

21. 6.11

・学校の耐震化促進に関する緊急要望

文部科学大臣、内閣府特命担
当大臣

21. 4. 9

・高等学校等の耐震化の促進に関する要望

文部科学大臣

平成21年度

21.12.3－4
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21. 2.20

・教職調整額の見直しについての要望

文部科学大臣

21. 2. 4

・自由民主党中核市等への人事権移譲検討小委員会（第２回）における意見表明

自由民主党中核市等への人事
権移譲検討小委員会

21. 1.20

・国庫委託事業から補助事業への変更についての要望

文部科学省、財務大臣

・平成21年度文教予算に関する特別要望

文部科学大臣、財務大臣、総
務大臣、自由民主党、公明党
の国会議員

20.11.17

・今後の就学指導の在り方について（特別支援教育の推進に関する調査研究協力者会議への意
見書の提出）

特別支援教育の推進に関する
調査研究協力者会議座長

20.10．23

・学校給食の安全性・信頼性確保に関する要望

文部科学大臣

20.7.23-25

・平成２１年度国の施策並びに予算に関する要望

文部科学大臣、文化庁、財務
大臣、総務大臣、全国会議員

20. 6.26

・学校の組織運営の在り方を踏まえた教職調整額の見直し等に関する検討会議における意見表
明

学校の組織運営の在り方を踏
まえた教職調整額の見直し等
に関する検討会議

20. 6.13

・教科用図書検定調査審議会総括部会「教科書検定の見直し」に関する意見

教科用図書検定調査審議会統
括部会長

20. 5.30

・中央教育審議会大学分科会制度・教育部会「学士課程教育の構築に向けて(審議のまとめ）」 中等教育審議会大学分科会制
に関する意見
度・教育部会長

20.5.16

・「教育振興基本計画」に関する要望

文部科学大臣、財務大臣、総
務大臣、自由民主党、公明党
の国会議員

20. 5. 9

・「都道府県から市町村への権限移譲について(案)」に対する申し入れ

地方分権改革推進委員会

20.1.22

・児童生徒の携帯電話利用に係る有害サイトへの接続規制等に関する要望

文部科学大臣、総務大臣

20.1.22

・教育再生会議第三次報告を受けた意見

文部科学大臣、内閣官房教育
再生会議座長

19.12. 5

・中央教育審議会教育振興基本計画特別部会に対する意見

中央教育審議会教育振興基本
計画特別部会長

19.12. 3

・高等学校教育の質の確保の在り方に関する調査結果の報告

文部科学省初等中等教育局初
等中等教育企画課教育制度改
革室

19.11.27

・中央教育審議会教育課程部会「教育課程部会におけるこれまでの審議のまとめ」に関する意
見

中央教育審議会初等中等教育
分科会教育課程部会

19.11.16

・平成20年度文教予算に関する特別要望

文部科学大臣、財務大臣、総
務大臣、自由民主党、公明党
の国会議員

19.10.26

・免許更新制の運用についての検討経過(案)に係る意見

文部科学省初等中等教育局教
職員課長

19. 8.31

・教員免許更新制の制度設計に係る意見

中央教育審議会教員養成部会

19. 7.31

・「学校評価の在り方と今後の推進方策について」今後の議論の素案に対する意見

文部科学省初等中等教育局学
校評価室長

19. 7.27

・平成２０年度国の施策並びに予算に関する要望

文部科学大臣、文化庁、財務
大臣、総務大臣、全国会議員

19. 6.21

・教育再生会議第二次報告に対する意見表明（報道発表資料）

文部科学大臣、内閣官房教育
再生会議座長

19. 5.24

・高等学校の教育課程に関する要望

中央教育審議会

平成20年度

20.11.17－18

平成19年度

全国都道府県教育長協議会・教育委員協議会要望書及び意見表明等の記録
年度

実施日等

件名

提出先等

・家庭教育支援に関するアピール
すべての人が力を合わせ、社会全体で子供を育てましょう！

平成18年度
19. 3.27

これからの家庭教育支援の在り方について（提言）
これからの家庭教育支援の在り方について（特色ある事例）
これからの家庭教育支援の在り方について（提言の概要）

内閣官房教育再生会議座長
文部科学省

19. 3. 3

・自由民主党政調会教育再生に関する特命委員会における意見発表

自由民主党政調会教育再生に
関する特命委員会

19. 2.28

・中央教育審議会教育制度分科会・初等中等教育分科会における意見発表

中央教育審議会教育制度分科
会・初等中等教育分科会合同
懇談会

19. 2.13

・教育再生会議に対する意見表明（報道発表資料）

内閣官房教育再生会議座長

19. 1.18

・教職員人事権に関する申し入れ

内閣官房教育再生会議座長

18.12.26

・２１世紀の日本にふさわしい教育再生の議論にあたって（要請）

内閣官房教育再生会議座長

18.12.14

・「いじめの問題」の解決に向けての緊急要望

文部科学大臣、財務大臣、教
育再生会議委員、内閣官房教
育再生会議担当室、自由民主
党、公明党の文教関係国会議
員

18.12. 4

・青少年の意欲を高め、心と体の相伴った成長を促す方策について（中間まとめ）に関する意
見

文部科学省スポーツ・青少年
局青少年課

18.11.16

・平成19年度文教予算に関する特別要望

文部科学大臣、財務大臣、総
務大臣、自由民主党、公明党
の文教関係国会議員

18. 9.13

・教職員給与の在り方に関する意見

中央教育審議会初等中等教育
分科会教職員給与の在り方に
関するワーキンググループ

18. 9.13

・学校プール等の安全管理に関する要望

文部科学省

18. 8.25

・教職員人事権に関する慎重審議の申し入れ

文部科学省

18.8.10

・教員給与の見直しに関する緊急要望

文部科学大臣、財務大臣、総
務大臣、自由民主党、公明党
の国会議員公明党の文教関係
国会議員

18. 7.28

・平成1９年度国の施策並びに予算に関する要望

文部科学大臣、文化庁、財務
大臣、総務大臣、全国会議員

H18.7.11

・教員免許更新制の導入に関する申し入れ

文部科学省

18. 4.10

・「全国的な学力調査の具体的な実施方法等に関する中間まとめ」に対する意見

全国的な学力調査の実施方法
等に関する専門家検討会議座
長

全国都道府県教育長協議会・教育委員協議会要望書及び意見表明等の記録
年度

実施日等

件名
・中央教育審議会「今後の教員養成・免許制度の在り方について」（中間報告）に関する意見

文部科学省初等中等教育局教
職員課

・教職員の人員確保と人材確保法の堅持を求める個別要望

首相官邸、文部科学省、財務
省、商務省、自由民主党、公
明党の文教関係国会議員、衆
議院文部科学委員会委員・参
議院文部科学委員会委員、経
済財政諮問会議議員等

17.11. 4

・平成18年度文教予算に関する特別要望

文部科学大臣、財務大臣、総
務大臣、自由民主党、公明党
の国会議員公明党の文教関係
国会議員

17. 8. 4

・中央教育審議会義務教育特別部会審議経過報告（その１）（その２）についての意見

中央教育審議会義務教育特別
部会

17. 8. 4

・教職員配置の在り方などに関する調査研究協力者会議に対する意見（その２）

教職員配置等の在り方に関す
る調査研究協力者会議座長

17. 7.29

・平成1８年度国の施策並びに予算に関する要望

文部科学大臣、文化庁、財務
大臣、総務大臣、全国会議員

17. 6.30

・教職員配置の在り方などに関する調査研究協力者会議に対する意見

教職員配置等の在り方に関す
る調査研究協力者会議座長

18. 1.10
平成17年度

17.12.14

17. 6.23

・中央教育審議会初等中等教育分科会教員養成部会「教員養成分野における専門職大学院制度
の活用について」（専門職大学院ワーキンググループにおける審議経過（素案）についての意
見
・中央教育審議会初等中等教育分科会教員養成部会「教員免許制度の改革、とりわけ教員免許
更新制の導入について」（議論のたたき台）に関する意見

平成16年度

提出先等

中央教育審議会初等中等教育
分科会教員養成部会長

17. 4.15

・中央教育審議会教員養成部会「特殊教育免許の総合化について」（審議のまとめ）に関する
意見

文部科学省初等中等教育局教
職員課

16.12.27

・中央教育審議会「特別支援教育を推進するための制度の在り方について」（中間報告）に関
する意見

文部科学省初等中等教育局特
別支援教育課

16.11. 1

・平成17年度文教予算に関する特別要望

文部科学大臣、財務大臣、総
務大臣、自由民主党、公明党
の文教関係国会議員

16. 8. 9

・中央教育審議会「地方分権時代における教育委員会の在り方について」における意見発表に
ついて

中央教育審議会地方教育行政
部会

16. 7.29

・平成17年度国の施策並びに予算に関する要望

文部科学大臣、文化庁、財務
大臣、総務大臣、全国会議員

16. 6.30

・義務教育費国庫負担制度の根幹堅持に関する要望

全国知事会長、同地方制度調
査委員会座長、全国都道府県
議会議長会長

16. 6.30

・公立学校施設整備費国庫補助事業量の確保を求める特別要望

文部科学省、財務省、自由民
主党、公明党の文教関係国会
議員、衆・参両院文教科学委
員長等

16. 4.15

・中央教育審議会「特殊教育免許の総合化について」(審議のまとめ)に関する意見

文部科学省初等中等教育局教
職員課

全国都道府県教育長協議会・教育委員協議会要望書及び意見表明等の記録
年度

平成15年度

実施日等

件名

提出先等

16. 3.12

・「高等学校設置基準及び高等学校通信教育規程の改正案概要」への意見書の提出

文部科学省初等中等教育局初
等中等教育企画課教育制度改
革室

16. 3. 1

・教育委員会所管施設を地方独立行政法人の対象業務とすることについての意見書の提出

文部科学省初等中等教育局初
等中等教育企画課

16. 2.19

・義務教育費国庫負担制度に関する要望（与党関係国会議員あて）

与党関係国会議員

16. 1.23

・中央教育審議会教育行財政部会「今後の学校の管理運営の在り方について」（中間報告）に
ついての意見書の提出

中央教育審議会初等中等教育
分科会教育行財政部会長

15.12.11

・義務教育費国庫負担制度の堅持に関する緊急要請

総理大臣、官房長官、官房副
長官、総務大臣、財務大臣、
自由民主党幹事長・総務会
長・政調会長・政調会長代
理、公明党代表・幹事長・政
調会長

15.11.28

・平成16年度文教予算に関する特別要望

文部科学大臣、財務大臣、総
務大臣、自由民主党、公明党
の文教関係国会議員

15.11.14

・義務教育費国庫負担制度に関する要望

文部科学大臣

15.10.31

・中央教育審議会教育行財政部会教育条件整備に関する作業部会における審議内容に関する意
見書の提出

中央教育審議会初等中等教育
分科会教育行財政部会教育条
件整備に関する作業部会

15.10.21

・中央教育審議会教員養成部会「栄養教諭（仮称）免許制度の在り方」についての意見書の提
出

文部科学省初等中等教育局教
職員課

15.10.14

・中央教育審議会教育行財政部会における学校の管理運営についての意見表明

中央教育審議会初等中等教育
分科会教育行財政部会

15. 8. 1

・中央教育審議会教育課程部会における審議内容に関する意見書の提出

中央教育審議会初等中等教育
分科会教育課程部会長

15. 7.29

・平成16年度国の施策並びに予算に関する要望

文部科学大臣、財務大臣、総
務大臣、全国会議員

15. 6.18

・政令指定都市立高等学校及び中核市立幼稚園の設置廃止案等に係る認可に関する意見

文部科学省初等中等教育局初
等中等教育企画課、幼児教育
課

15. 6. 2

・義務教育費国庫負担制度の堅持に関する緊急要望

文部科学大臣

15. 3.17

・不登校問題に関する調査研究協力者会議報告中間まとめ案に対する意見

文部科学省初等中等教育企画
課児童生徒課長

14.12.13

・中央教育審議会「新しい時代にふさわしい教育基本法と教育振興基本計画の在り方につい
て」（中間報告）に対する意見

中央教育審議会会長

14.11.26

・平成15年度文教予算に関する特別要望

総務省、財務省、文部科学
省、自由民主党、公明党、保
守党の文教関係国会議員

14.11.26

・日本育英会高等学校奨学金事業の地方移管に関する要望

文部科学大臣

14.11.22

・公立学校教員の給与制度に関する要望

文部科学大臣

14. 9.26

・総合規制改革推進会議「事務・事業の在り方に関する中間報告」に対する意見

地方分権改革推進委員会議長

14. 8. 6

・国立大学の法人化に伴う公立学校教員給与制度に関する意見

文部科学省初等中等教育局財
務課長

14. 7.26

・義務教育費国庫負担制度の堅持に関する要望

総務省、財務省、文部科学
省、自由民主党、公明党、保
守党の文教関係国会議員

14. 7.24

・平成15年度国の施策並びに予算に関する要望

総務省、財務省、文部科学
省、全国会議員

14. 7.15

・教育職員等の給与改善に関する要望

人事院総裁、文部科学大臣、
財務大臣

14. 4. 3

・教科書制度の見直しに関する意見

教科用図書検定調査審議会総
会

平成14年度

