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議案第12号　令和３年度道志村教育委員会自己点検・評価報告書について
議案第13号　道志村議会提出案件について
議案第14号　今後予定している教育委員会事業について
議案第15号　中学校若鮎祭・小学校秋季大運動会の実施について
その他（報告等）
　（1）８月６日付山梨県知事からの新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく
臨時特別協力要請の対応について
　（2）８月１８日付山梨県知事からの新型インフルエンザ等対策特別措置法に基
づくまん延防止等重点措置による要請の対応について
　（3）令和４年度使用中学校用図書　社会（歴史的分野）採択決定について
　（4）教育委員の任命について
　（5）その他
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教　　育　　委　　員　　会　　会　　議　　録
発　　信　　者 発　　言　　内　　容　　　（　要　　旨　）

教育長 　出席者は、定足数に達しているので開会を宣言。

教育長

　議事にあたり議事録署名委員の指名を行い署名委員に佐藤富治委員及び村田
幸家委員を指名した。

教育長

　教育委員委おかれましては、理解をしたうえで評価していただきました。議案第１
２号につきまして、ご質問、ご意見等ございますか。

教育長

　議案第12号は異議なしと認め承認されました。ホームページで公表するとともに
議会に報告したいと思います。
　次に議案第13号道志村議会提出案件について事務局の説明を求めます。

事務局

　議案第13号についてですが、（1）令和３年度第３回補正予算についてと（2）令和
２年度主要施策の成果についての２件を議題とさせていただきます。まず、補正予
算についてですが、義務教育振興費の備品購入として、小中学校の伝票作成用
のプリンター２台の購入費30千円の増額、学校教育ICT環境整備推進事業の
GIGAスクールサポーター業務委託料として1,364千円の増額です。この事業につ
いては、１人１台端末の導入をスムーズに行うため、ICT環境整備等の知見を有す
る者の支援を受けるための経費となり、事業費1,240千円を限度額として補助率
1/2、620千円の補助を受ける予定です。オリンピック・パラリンピック教育推進事業
ですが、新型コロナウイルス感染症による事業中止のため970千円の減額、先進
的教育活動モデル事業として、2,500千円の増額ですが、山梨県の補助事業とな
り、２５人学級の影響が及ばない市町村が実施する「先進的で特色ある施策」に対
し県の補助金を受け実施するものです。８月になって県から募集があり、小中学校
に事業の計画を立てるよう依頼をしそれに基づいた予算となります。20日付で県
に補助金の申請を行っており、2/3または5/6の補助が受けられますが、補助率は
県の審査で決定になるので、歳入予算は2/3の1,666千円を計上しております。学
校維持費として、エレベーターのバッテリー、体育館の水道加入負担金、水道料等
で141千円の増額、学校給食費として、水道の加入負担金、水道料等で170千円
の増額、スポーツプラザ屋内プール費として、駐車場の陥没部分の舗装修繕費等
1,655千円の増額補正です。歳出合計4,890千円、歳入合計2,293千円の増額補正
要求となります。
　※詳細については、資料２令和３年度（第３回）補正予算歳入歳出予算要求に基
づき説明。
　続いて（2）令和２年度主要施策の成果についてご説明いたします。毎年度９月
定例議会において、前年度決算の承認を議案としています。その決算書説明資料
として、主要施策の成果を提出するものです。
　※詳細については、資料３令和２年度主要な施策の成果に基づき説明。

全員

教育長

　議案第12号　令和３年度道志村教育委員会自己点検・評価報告書について、事
務局の説明を求めます。

事務局

　議案第１２号つきまして、ご説明致します。
　地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条で「教育委員会は、毎年、
その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検および評価を行い、
その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなけれ
ばならない。」と定められています。本教育委員会においては、教育長及び４名の
教育委員に令和2年度の自己点検・評価シートのABCD評価をしていただき、最も
多かった評価を最終評価としました。また、評価の根拠にご記入いただいた事項
を基に令和３年度の報告書としてまとめました。
　※詳細については、資料１令和３年度道志村教育委員会自己点検・評価報告書
（令和２年度分）で説明。

　異議なし



NO2

NO3

佐藤委員 　その計画は誰が作ったのですか。

事務局 　村が、一級建築士が在籍しているコンサルタント会社に委託をして策定していま
す。

佐藤委員
　給食センターもですが、教育委員会で管理している建物の状況の確認も教育委
員で実施したほうがいいと思います。

　給食センターの運営に支障がないように見通しを持って計画的に機器の入れ替
えを行っていきたいと思います。

事務局

　教育委員会で管理している建物の個別施設計画を令和元年と令和２年度に策
定しており、個々の建物の状態に応じて、修繕や改修等の時期、金額等が示され
ています。後日、教育委員の皆様に提示したいと思います。

村田委員
　先生も異動があるので今年取り組んだことは、マニュアルなどを残してもらって
次年度以降もつなげてもらいたいと思います。

渡辺委員

　給食センターですが、老朽化に伴い器機の入れ替えを行っていますが、令和２
年度で整備は概ね終わりですか。

事務局

村田委員 　来年度以降はどうなりますか。

教育長 　教育委員会で意見があったことを伝えたいと思います。

教育長

渡辺委員 　教育委員会で管理してる建物の長期的な計画も立てたほうがいいと思います。

　今年度のみの事業です。先進的な取組をモデル校として、山梨県に広めたいと
いう意図があるようですが、来年度は未定です。

　今年は、食洗器の入れ替えを行っています。耐用年数を見て順次入替えを行っ
ています。

教育長

教育長 　教育委員会を通じて、小中学校で実施する事をまとめて提出しています。

教　　育　　委　　員　　会　　会　　議　　録

教育長
　議案第13号につきまして、事務局より説明がありました。ご質問、ご意見等ござ
いますか。

佐藤委員 　先進的教育活動モデル事業補助金は、学校が県に出したのですか。

渡辺委員

　追加で聞きたいのですが、給食の物資の高騰の問題ですが、無償のままで行け
るのか、保護者に負担していただき良いものを提供するのか方向性をお聞きした
いと思います。

教育長

　昨年度と今年度は、コロナの交付金を使って無償化としています。それとは別に
物資が高騰していますので、本来徴収する給食費を上げる必要があるかどうか。
また、村長の公約の中で無償化すると言っていますので、今後検討して行きたい
と思います。

佐藤委員 　無償化はいつまでですか。

佐藤委員 　ALTについては、今どういう状況になっていますか。

事務局

　アメリカに一時帰国している間に、任期が満了になりました。新しいALTが、１０
月から配属になる予定です。一時帰国で帰国しましたので、ビックマロンの部屋も
そのままになっており、一度日本に戻ってもらって空け渡してもらう予定です。日本
に入国できるよう教育委員会でも動いている状況です。

佐藤委員 　賃金については発生していますか。



NO4

教　　育　　委　　員　　会　　会　　議　　録

事務局

　議案第14号今後予定している教育委員会事業についてご説明いたします。（1）
令和３年度「水源の郷やまゆりセンターまつり」についてですが、令和２年度は、新
型コロナウイルス感染症防止対策として、令和２年１０月３１日（土）～１１月４日
(水)５日間の日程で、展示の部のみの開催し、来場者は210名でした。令和３年度
は、新型コロナウイルス感染症の感染状況から中止の判断をさせていただければ
と思います。理由ですが、山梨県がまん延防止等重点措置（8/20～9/12の適用と
なったことや、これまでも国の緊急事態宣言や、県からの新型コロナウイルス感染
症臨時特別協力要請に緊急に対応して来た経過があり、昨年同様に展示の部を
開催した場合、緊急に中止をしなければならない事態が想定され、結果的に出展
者に大きな負担をかけることとなるためです。
　（2）五感の集い（秋）星空と音楽の夕べについても、令和３年１０月３０日（土）に
計画しておりましたが、講師が村外在住者であることや最近の新型コロナウイルス
感染症の蔓延状況から感染症対策が十分に取れないと判断し中止したいと思い
ます。
　（3）村民体育祭については、スポーツ協会主催の事業ですが、新型コロナウイ
ルス感染症の状況からスポーツ協会に対して中止の要請をしたいと思います。

教育長

 　水源の郷やまゆりセンターまつりと五感の集い（秋）については中止、村民体育
祭については、スポーツ協会に中止の要請をするということでよろしいでしょうか。

教育長

　異議なしと認め承認されました。補正予算については、９月議会定例会で予算要
求し、決算については、主要な施策の成果に沿って報告いたします。
　次に議案第１４号　今後予定している教育委員会事業につきまして、事務局より
説明を求めます。

　異議なし

教育長

　異議なしと認め承認されました。
　次に議案第15号　中学校若鮎祭・小学校秋季大運動会につきまして、事務局よ
り説明を求めます。

全委員

事務局

　議案第15号中学校若鮎祭・小学校秋季大運動会の実施についてご説明いたし
ます。
新型コロナウイルスが蔓延している状況の中で、まん延防止等重点措置の期間
の９月１２日までに計画している学校行事については、分散登校を含めて見直す
よう山梨県知事から要請が出されています。先日臨時校長会を開催し、少人数の
学校ということで、分散登校は行わない、学園祭、運動会についても延期等は行
わないで感染防止対策を講じたうえで実施する事に決定しました。また、小学校の
修学旅行については、９月末に静岡方面で計画されていましたが、現在静岡が感
染者が急激に増えており緊急事態宣言が発令されていることから、延期し方面・
時期について学校で検討している状況です。
中学校若鮎祭が令和３年９月１１日（土）～１２日（日）に、小学校運動会が令和３
年９月１８日（土）に計画されています。
新型コロナウイルス感染症防止対策として、時間の短縮（午前中のみとし食事な
し）、内容の工夫（感染防止のため、触れ合う競技・親子競技は実施しない等）、若
鮎祭についてはＬＩＶＥ配信を実施、昨年以上に感染症対策を強化して実施する事
としています。また、来賓・来場者の制限を実施し、来賓は教育委員のみとし、若
鮎祭２名、秋季運動会２名とさせていただきたいと思います。

事務局
　オンラインでアメリカと繋いで、遠隔で授業に参加していますので、給料は支給し
ています。

全員 　異議なし

教育長
　事務局でポイントを絞って説明しましたが、議案第13号についてはよろしいでしょ
うか。



令和３年８月２７日　（８月　・　定例会　・　臨時会　）

教育長  　閉会宣言。

教育長 　次回の委員会は９月２４日（金）午後４時００分からやまゆりセンターで開催

教育長
　次にその他（報告等）（3）令和４年度使用中学校用図書　社会（歴史的分野）採
択決定について事務局の説明を求めます。

全委員 　 特に無し。

全委員 　了知。

教育長 　次にその他（報告等）（5）その他について何かありますか。

全委員 　了知。

教育長 　次にその他（報告等）（4）教育委員の任命について事務局の説明を求めます。

事務局 　資料に基づき説明。

全委員 　了知。

事務局 　資料に基づき説明。

　中学校若鮎祭・小学校秋季大運動会については、縮小開催ということでよろしい
でしょうか。

教育長

　それではここで、参加する教育委員小学校２名、中学校２名を決めたいと思いま
すがいかがでしょうか。

渡辺委員 　小学校に参加させてください。

佐藤委員

教　　育　　委　　員　　会　　会　　議　　録

教育長

　中学校の若鮎祭は、佐藤委員、村田委員、小学校は、渡辺委員と山口委員にお
願いします。事務局の私と課長、学校教育担当は両方出席したいと思います。
　それではその他（報告等）（1）８月６日付山梨県知事からの新型インフルエンザ
等対策特別措置法に基づく臨時特別要請について事務局の説明を求めます。

全委員 　了知。

　私は、昨年小学校に参加したので中学校へ、山口委員は昨年中学校だったので
小学校でどうですか。

教育長

教育長
　次にその他（報告等）（2）８月１８日付山梨県知事からの新型インフルエンザ等対
策特別措置法に基づくまん延防止等重点措置による要請の対応について事務局
の説明を求めます。

全委員 　異議なし

事務局 　資料に基づき説明。

事務局 　資料に基づき説明。


