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教育長
　それでは、議案第17号　道志村教育委員会教育長職務代理者の選任について
事務局の説明を求めます。

事務局

全員 　拍手。お願いしますとの声あり。

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山口
孝俊委員を指名した。

　議案第17号　道志村教育委員会教育長職務代理者の選任についてご説明いた
します。道志村教育委員会構成案をもとに説明させていただきます。９月の道志村
議会定例会において同意され、１０月１日から就任予定の加藤千嘉委員の名簿に
入れさせていただいております。教育長職務代理者に昨年から引き続き佐藤富治
委員にお願いしたいのですがいかがでしょうか。

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。

山口委員
　教育委員の役割分担についてですが、新成人紹介は案のとおり女性委員がい
いと思いますが、村民憲章の唱和と閉式の辞の委員については逆にした方が良
いと思います。

　只今、山口委員より委員の皆様の役割についてご意見がございましたが、いか
がでしょうか。

教育長 　議案第16号　令和4年成人式について事務局の説明を求めます。

教育長 　この件についてご意見・質問等ございますか。

　議案第16号につきまして、実施要項に基づきご説明致します。
　令和4年の成人式につきましては、1月9日（日）に開催させていただきたいと思い
ます。12時30分から受付を開始し、13時が開式となります。対象は令和3年11月1
日現在道志村に住所がある成人者であり、11名を予定しています。今年度は、タイ
ムカプセルも予定しています。また、今年度は新型コロナウイルス感染症が昨年
度より、感染拡大しているため、１階ユーチューブライブ会場は設けない予定で
す。２週間前からの検温も実施予定となっております。教育委員の役割分担につ
いてご意見をお聞かせいただければと思います。

事務局

教育長

　異議なし全員

教育長

教育長
　では、引き続き佐藤富治委員に教育長職務代理者としてお願いしたいと思いま
す。

教育長
　それでは、次にその他報告等の①令和３年９月議会定例会教育委員会関係議
案等審議について事務局の説明を求めます。

事務局

　その他報告等の①令和３年９月議会定例会教育委員会関係議案等審議につい
てご説明いたします。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）につきましては、９月の道志村議会定例会において報告いたしました。
内容につきましては、資料のとおりでございます。

　この件についてご意見・質問等ございますか。
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委員 　異議なし

教育長
　それでは、次に道志村教育委員会委員の任命について事務局より説明を求めま
す。

事務局

　次に道志村教育委員会委員の任命についてご説明させていただきます。道志村
教育委員会委員を任命する時は、地方教育行政組織及び運営に関する法律第４
条第２項の規定により、議会の同意を求めることとなっております。９月の議会定
例会において、山梨県南都留郡道志村11250番地の加藤千嘉さんについて同意
をいただきましたので、ご報告いたします。加藤委員の任期は、令和３年１０月１日
から令和７年９月３０日までの４年間になります。

　異議なし

教育長
　それでは、次に令和２年度主要施策の成果について事務局より説明を求めま
す。

事務局
　次に令和２年度主要施策の成果についてご説明させていただきます。８月の定
例会でご説明させていただいた内容について、９月議会定例会で説明させていた
だきましたので、ご報告いたします。

教育長 　令和２年度主要施策の成果について、何かご意見ご質問はございますか。

　教育委員会としても早急にガイドラインを作成する予定です。

　検討します。

佐藤委員
　自己点検・評価報告書の内容で社会教育部門の項目が多いが、内容の見直し
をした方がよいのではないでしょうか。

教育長

教育長

　それでは、次に令和３年度（第３回）補正予算について事務局より説明を求めま
す。

事務局

　次に令和３年度（第３回）補正予算歳入歳出予算要求についてご説明させていた
だきます。８月の定例会でご説明させていただいた内容について、９月議会定例会
へ予算要求させていただきました。本会議において要求のとおり議決されましたの
で、ご報告いたします。

教育長 　補正予算について、何かご意見ご質問はございますか。

委員

教育長
　現在、児童生徒は自宅に持ち帰れる対応をとっています。学校から一人ひとり違
うパスワードの設定ができるか問い合わせがありましたので、情報担当に伝え、検
討しています。ガイドラインにつきましても現在策定中でございます。

　児童生徒一人一台端末をいち早くすすめた学校で事件が発生したニュースが
あったが、パスワードの管理等を道志村はどう考えていますか。

山口委員

教　　育　　委　　員　　会　　会　　議　　録

　先生のチェック機能ができるようにしていただきたい。

教育長 　議会の中でどのように報告などをしているか傍聴してみてはいかがですか。

全員 　それはいいことですねとの声あり。

教育長

村田委員

渡辺委員
　学校から貸し出されてパソコンは、アプリが制限されており、ズームのみ使えるよ
うになっています。
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教　　育　　委　　員　　会　　会　　議　　録

教育長
　それでは、次にその他報告等③児童生徒の登下校時の見守り活動について事
務局より説明を求めます。

教育長

　それでは、次にその他報告等④全国学力・学習状況調査結果については私から
説明させていただきます。全国学力・学習状況調査については、学習指導要領で
育成すべき力や学習状況について成果や課題を明らかにし、一人一人の学力の
保障に生かすことを目的としています。小中学校ごとの教科の状況及び質問の回
答につきましては資料をもとに説明します。道志小学校６年生は９名の為、一人当
たりの割合が大きくなります。児童への質問の回答につきましては、今住んでいる
地域の行事に参加していますかの質問に関して、非常に数値が高く、良い傾向に
あると思います。道志中学校３年生につきましても、１４名であり一人当たりの割合
が非常に大きい状況であります。小学校と同じように地域行事に積極的に参加す
る生徒が多いようです。朝食を食べない生徒もいるなど細かい項目に分かれてい
ますので、時間のある時にまたご確認頂ければと思います。

事務局

　それでは、第１回道志村通学路安全推進協議会の点検結果についてご説明させ
ていただきます。令和３年度第１回道志村通学路安全推進協議会を令和３年９月
９日に道志小学校会議室で開催いたしました。協議会会長に道志小学校雨宮校
長先生、副会長に道志中学校杉本校長先生が選出されました。会議の内容として
は、協議会の取り組み方針について、令和２年度通学路合同点検箇所の対策状
況について、令和３年度通学路危険個所一覧の検討について協議していただきま
した。協議後に、危険箇所一覧をもとに現地確認を実施いたしました。建設事務
所、警察関係も危険箇所改善に向けてご協力いただけることを確認いたしました。

教育長

　会議当日は、富士・東部建設事務所、大月警察署生活安全課より２名、大月警
察署道志出張所の若狭さん、道志小中学校の校長、PTA会長、産業振興課職員
と多くの委員の皆様にお集まりいただき、前向きなご意見を頂いたと聞いてありが
たいと思っています。

事務局

　既に西和出村の岩瀬に上がるところの国道にかかった草は除草作業が終了して
います。他に大きいところですと、馬場の旧道志小学校前の滞留所の設置に関し
ては、設置工事は県で実施していただけることになりましたので、村としては土地
交渉を産業振興課ですすめます。野原においては、竹林等で視界が悪いため、産
業振興課で地主さんに交渉し、改善作業をすすめます。笹久根においては、月夜
野方面から学校に向かう側のバスを待つ場所が狭く危険であることから、反対車
線の路側帯に停車することができないかということを富士急行さんに依頼したが、
本日、富士急行さんよりふるさと振興課へ回答があり、現在のバス停より月夜野よ
り３０メートル程のところにバス停を移動すれば安全が確保できるのではないかと
いう提案がありました。ふるさと振興課を交えて早急に検討させていただきます。

委員 　県や警察が積極的にすすめて頂けることはありがたいとの声あり。

教育長 　道志村教育委員会委員の任命について、何かご意見ご質問はございますか。

委員 　異議なし

教育長
　それでは、次にその他報告等②第１回道志村通学路安全推進協議会の点検結
果について事務局より説明を求めます。

教育長

事務局

　それでは、児童生徒の登下校時の見守り活動についてご説明させていただきま
す。庁中学校登下校時の見守り隊活動につきましては、今年度６月３０日に下校
時の見守り活動を山光荘前から旧道志小学校前までの間で実施いたしました。２
回目を９月下旬に実施予定でありましたが、コロナ禍で実施することができません
でしたが、１０月下旬に実施させて頂きたいと思います。今回は登校時に行いたい
と思います。ご協力をお願いいたします。実施日は、１０月２８日を予定しています
が、定例会と併せて行う案もあるため、あらためて連絡させていただきます。

　それでは、児童生徒の登下校時の見守り活動についてはよろしくお願いいたしま
す。
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令和３年９月２４日　（９月　・　定例会　・　臨時会　）

教育長 　会議・研修等について、何かご意見ご質問はございますか。

委員 　異議なし

教　　育　　委　　員　　会　　会　　議　　録

教育長
　ヤングケアラーの実態に関する調査報告について、何かご意見ご質問はござい
ますか。

委員 　異議なし

事務局

　それでは、会議・研修等についてご説明いたします。令和３年度南都留地域教育
フォーラム、山梨県へき地教育振興大会・研究会、令和３年度山梨県市町村教育
委員会教育長・教育委員会議、令和３年度山梨県市町村教育委員会連合会連合
会秋季研修会につきましては、例年１０月以降に開催していますが、コロナ禍で開
催の有無、開催方法が変更される見込みです。これらにつきましては、通知が届き
次第、ご連絡させていただきますのでよろしくお願いいたします。

教育長
　それでは、次に⑤ヤングケアラーの実態に関する調査報告について事務局より
説明を求めます。

教育長
　児童生徒の登下校時の見守り活動について、何かご意見ご質問はございます
か。

委員 　異議なし

　それでは、次に⑥会議・研修等について事務局より説明を求めます。教育長

事務局

　それでは、ヤングケアラーの実態に関する調査報告についてご説明いたします。
山梨県内児童・生徒のヤングケアラーの状況及び支援者側のヤングケアラーへ
の支援状況を把握し、ヤングケアラーに対する必要な支援策を検討する基礎資料
とすることを目的としています。調査期間は、令和３年７月中旬から８月２０日まで
の間で実施いたしました。詳しい調査報告につきましては、教育長にお願いしたい
と思います。

教育長
　ヤングケアラーの実態については、本村も対象となる児童生徒がいることは把握
している状況です。住民健康課等と連携をとりながら支援を行っていきたいと思い
ますので、ご協力をお願いいたします。

教育長
　異議なしと認め承認されました。
　以上で本日の定例会を終了いたします。
　10月の定例会は１０月２９日午前８時３０分からとさせていただきます。


