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　教育委員の小中学校の訪問につては、教育委員会と学校現場が互いに共通
認識を持ち、より良い学校教育を推進することを目的として、毎年実施していま
す。昨年は、７月15日に実施しておりますが、今年度については、学校から７月5
日（月）を提案されています。

事務局

教育長 　議案第７号につきまして、質疑、意見等ありますか。

全委員 　異議なし。

佐藤委員 　時間は、何時からになりますか。

事務局
　昨年は、10時30分から2時30分でした。今年度も同様の時間帯になると思いま
す。

　異議なし。

　 議案第５号につきまして、質疑、意見等ありますか。

全委員

教育長

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。
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。

教育長

　 議案第５号令和４年度県教育施策及び予算に関する要望書の提出について、
事務局の説明を求めます。

　 議案第５号につきまして説明いたします。
　令和４年度県教育施策及び予算に関する要望書については、毎年度、各市町
村教育委員会の要望を取りまとめ山梨県市町村教育委員会連合会が山梨県教
育委員会に対して提出しています。資料１のとおり、教育長が、令和３年度の要
望を基に令和４年度の要望事項をまとめました。令和３年度の要望事項に道志
村で要望したい事は網羅されていましたので、文言の追加、削除のみの要望と
なりました。提出期限の関係で、事後承諾となりますがご審議のほどよろしくお願
いします。

教育長

事務局

教育長
　この事業については、県教育委員会が、小学校３校、中学校２校を公募してお
り、そのうちの１校に道志小学校が選ばれたということです。第６号議案につきま
して、質疑、意見等ございますか。

事務局

教育長

　異議なし。

　議案第５号は異議なしと認め承認されました。
　次に議案第６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。

　議案第６号道志村議会提出案件についてご説明いたします。
　歳入の補正予算のみとなります。令和３年度深い学びの実現に向けたICT活用
推進事業委託金、50千円の増額補正です。これは、山梨県教育委員会から令和
３年度深い学びの実現に向けたICT活用推進事業実践校の公募があり、道志小
学校が応募し、実践校として採択されたことに伴う県からの委託金です。３月に
決定通知を受けていますので、当初予算には間に合わなかったため、６月の補
正で対応させていただきます。

全委員

　議案第６号は異議なしと認め承認されました。
　次に議案第７号道志村教育委員の学校訪問について事務局の説明を求めま
す。
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　議会の総務文教常任委員会では、学校との交流もしているのですか。

　懇談会の時期はいつ頃になりますか。

教育長

　議案第７号は異議なしと認め承認されました。７月５日が学校訪問になります
ので、全員の参加をお願いします。
　次に議案第８号道志村議会議員との懇談会について事務局の説明を求めま
す。

教　　育　　委　　員　　会　　会　　議　　録

村田委員
　子供が魅力を感じる事業、子供に興味を与えて乗せて、能力を上手く引きだし
ていく事業を実施していくかが大事だと思います。

山口委員
　議会が教育委員と懇談会をしてどうしたいのかがわかりません。教育委員と懇
談をして、要望を聞いて予算をつけてくれる前提があるのであればわかるのです
が、その辺はどうですか。

　議員は、村民報告会への取っ掛かりとして教育委員と懇談をしたいということだ
と思います。また、道志村の子供は少人数教育が実施できているので、学力は
高いのかなと思います。

佐藤委員

事務局

事務局

教育長
　議会に要望を出せば聞いてはくれると思いますが、この後、住民への議会報告
会を開きたい意向もあり、今回は、ざっくばらんな意見交換がしたいということで
すのでご理解いただきたいと思います。

教育長

　「道志小・中学校の教育環境の整備・充実の現状」でまとめた事項について
は、今まで事務局がやってきたことですが、まず、最高意思決定機関である教育
委員会が決定したことを、事務局が実施しているということを認識してもらったう
えで、懇談会に臨んでいただきたいと思います。 佐藤徹委員長と私で話をして道
志村の子供たちが将来どんな大人になってもらいたいかを話してもらうのが意見
交換しやすいのかなということで、テーマを「道志村の子供たちの将来像」としま
した。山間の小規模校で小・中一校ずつですが予算付けもしてもらっていて、コロ
ナでも前を向いて生きていける人材や世界で生きていけるグローバルな人材、
ICT活用能力のある人材の育成を進めていきたいというような思いを話してもら
えればと思います。

佐藤委員

村田委員

　議会からは、来月中に実施したいと依頼されています。

教育長

　それでは、議案第８号道志村議会議員との懇談会についてご説明いたします。
先日の教育委員会で議論していただき、教育委員会で出た意見を議会に伝えま
した。議会から「学校教育について、教育委員とざっくばらんな意見交換がしたい
意向であること。」「テーマは、意見交換しやすいテーマであればこだわりはない
こと。」「日時については、来月の定例教育委員会の後など、教育委員の都合に
合わせること。」が提案されました。そのうえで、総務文教常任委員長と教育長が
協議し、テーマを「道志村の子供たちの将来像」とさせていただきました。
※道志村議会総務文教常任委員会構成員を紹介。
　まず、資料3の道志村教育委員会の組織図を示し、教育委員は、議会の同意を
得て村長が任命した者であること。教育委員会は、基本方針の決定など最高意
思決定機関であること。を説明したいと思います。
　また、教育長が作成した「道志小・中学校の教育環境の整備・充実の現状」と3
月の定例教育委員会で提示した「令和３年度当初予算及び主要事業」を参考に
して、話を進めていただければと思います。

　今の議員は実施していませんが、前の議員は毎年実施して学校との交流を
図っていました。今回はそれに代わる事業になると思います。
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教　　育　　委　　員　　会　　会　　議　　録

全委員

全委員

　了知。

事務局 　資料に基づき説明。

事務局 　資料に基づき説明。

全委員

教育長

教育長

　この資料を見ていただいて、記載してることの中からご自分の話せる話題につ
いて話していただければと思います。村田委員が話したような事を言っていただ
きたいと思います。初めての試みではありますが、お互いに実施してよかったと
思えるような会になればと思います。日程については、次回定例会の日程に合
わせたいと思います。
　この件については、よろしいでしょうか。

教育長

　議案第８号は異議なしと認め承認されました。
　次にその他（報告等）（１）令和２年度南都留郡市町村教育委員会連合会第１
回理事会及び令和３年度南都留郡市町村教育委員会連合会定期総会書面決
議の結果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。

教育長
　次にその他（報告等）（２）道志村教育委員の研修計画について事務局の説明
を求めます。

　異議なし。

　了知。

教育長
　次にその他（報告等）（３）小・中学校オリンピック・パラリンピック観戦事業の中
止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

教育長
　次にその他（報告等）（４）小・中学校オリンピック教育について事務局の説明を
求めます。

事務局 　資料に基づき新型コロナウイルス感染対策として延期した旨説明。

全委員 　了知。

　次にその他（報告等）（６）登下校時の見守り活動について事務局の説明を求
めます。

教育長
　次にその他（報告等）（７）ICT活用に当たっての健康面の留意について事務局
の説明を求めます。

事務局 　資料に基づき説明。

全委員 　了知。

教育長
　次にその他（報告等）（５）小・中学校の修学旅行について事務局の説明を求め
ます。

全委員 　了知。

事務局 　資料に基づき学校に健康面に留意するよう依頼した旨説明。
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　その他何かありますか。

事務局

教育長  　閉会宣言

全委員 　了知。

　 次回の委員会は６月３０日（水）午後４時００分からやまゆりセンターで開催
　※同日午後１時００分から村議会議員との懇談会、午後２時３０分から児童生
徒の登下校時の見守り活動実施

教　　育　　委　　員　　会　　会　　議　　録
全委員

教育長

全委員 　 特に無し。

教育長
　次にその他（報告等）（10）令和３年度関東甲信越静市町村教育委員会連合会
総会の書面決議等について事務局の説明を求めます。

事務局

　了知。

教育長
　次にその他（報告等）（８）令和３年春叙勲（瑞宝双光章）の受章について事務
局の説明を求めます。

事務局 　資料に基づき中野恭志氏が受章した旨報告。

　資料に基づき説明し、書面決議について依頼。

全委員 　了知。

教育長
　次にその他（報告等）（９）社会教育・社会体育事業について事務局の説明を求
めます。

全委員 　了知。

　資料に基づき５月に実施た事業の報告及び今後予定されている事業について
説明。


