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ま え が き 

 

 

本報告書は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基づき、県教育

委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況について自ら点検・評価を行

い、その結果を報告書として取りまとめ、議会に提出するとともに、一般に公表する

ために、毎年度作成をしております。 

具体的には令和２年度の山梨県教育委員会の活動状況について、教育委員会

会議での審議状況等をまとめたものです。 

本年９月に公表した「教育振興基本計画」の進捗状況のうち、未公表となってい

た８項目の数値が確定したことから、改めて公表するものです。 

県教育委員会では、新たな時代の教育指針となります、教育振興基本計画を令

和元年６月に定め、その教育理念を「学び続け 共に生き 未来を拓く やまなしの

人づくり」とし、新しい時代に必要となる資質能力を最大限に伸ばし、自己実現に向

け、「学び続ける人」、個人の多様性を尊重し、性別・世代を超えて、互いに学び合

う、「共に生きる人」、新しい価値の創造に向けて、たくましく、しなやかに、「未来を

拓く人」、を目指す姿として位置付けております。 

一人ひとりに向き合った、きめ細かで質の高い教育を受けることができる環境の

実現に向けて、教員の負担軽減や相談支援体制の強化、児童生徒一人ひとりへ

のきめ細かな指導を可能とするための少人数教育の充実など様々な施策を着実に

展開しているところであります。 

県教育委員会では、本報告書の結果を踏まえ、本県教育の一層の振興に努め

て参りますので、今後も県民の皆様の、御理解と御協力を賜りますよう、お願い申し

上げます。 

 

 

令和３年１１月 

 

山 梨 県 教 育 委 員 会 



第１ 教育委員会の活動状況

  １ 教育委員会会議の開催状況

令和２年４月１日～令和３年３月末

 会議開催回数

定 例 会 18 回

臨 時 会 4 回

 付議事項数

議      案 48 件

報告事項 16 件

その他報告 19 件

第１回定例会 （令和2年4月8日）

・ 議      案 （  ２件）

令和２年度山梨県教科用図書選定審議会委員の委嘱・任命について

令和２年度山梨県教科用図書選定審議会に諮問する事項について

・ その他報告 （  １件）

令和２年度山梨県新体力テストの中止について

第２回定例会 （令和2年4月22日）

・ その他報告 （  １件）

令和３年度採用山梨県公立学校教員選考検査実施要項について

第３回定例会 （令和2年5月13日）

・ 議      案 （  ４件）

山梨県教育委員会表彰規則の一部を改正する規則

令和３年度山梨県公立高等学校入学者選抜の基本事項について

令和３年度山梨県立甲府工業高等学校専攻科創造工学科入学者選抜の基本事項について

令和３年度山梨県立甲府工業高等学校専攻科建築科入学者選抜の基本事項について

第４回定例会 （令和2年5月25日）

・ 議      案 （　１件）

令和３年度山梨県立特別支援学校幼稚部及び高等部入学者選抜の基本事項について

・ 報告事項 （  ２件）

令和２年度公立高等学校入学者選抜学力検査結果について

令和２年度公立高等学校入学者選抜学力検査結果活用ガイドについて

・ その他報告 （　１件）

令和３年度山梨県公立高等学校入学者選抜における前期募集選抜方法について
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第５回定例会 （令和2年6月10日）

・ 議      案 （  ４件）

県議会に提出する予定案件について

山梨県教員育成協議会委員の委嘱・任命について

山梨県立学校いじめ問題対策委員会委員の委嘱・任命について

指定管理者選定委員会委員の選定について（県立図書館）

・ その他報告 （  １件）

指定管理者の選定方法について（県立図書館）（県立ゆずりはら青少年自然の里）

第１回臨時会 （令和2年6月22日）

・ 議      案 （  ２件）

県議会に提出する予定案件について

職員の処分について

第６回定例会 （令和2年7月8日）

・ 議      案 （  ２件）

少人数教育推進検討委員会の設置並びに委員の委嘱及び任命について

職員の勤務時間に関する規程の一部を改正する訓令

・ 報告事項 （  １件）

令和２年度山梨県教科用図書選定審議会の答申について

・ その他報告 （  ２件）

令和３年度山梨県公立高等学校入学者選抜における配慮事項について

令和３年度山梨県公立高等学校入学者選抜における全国募集の募集要項について

第７回定例会 （令和2年7月22日）

・ 議      案 （  ３件）

指導が不適切な教員の認定の手続等に関する規則の一部を改正する規則

・ 報告事項 （  １件）

令和２年３月公立高等学校卒業者の就職決定状況

・ その他報告 （  ２件）

山梨県社会教育委員の公募について

山梨県図書館協議会委員の公募について

第８回定例会 （令和2年8月１9日）

・ 議      案 （  １件）

大村智自然科学賞選考委員会委員の委嘱・任命について

令和３年度山梨県立甲府工業高等学校専攻科創造工学科入学者選抜の基本事項の項目追加
について

令和３年度山梨県立甲府工業高等学校専攻科建築科入学者選抜の基本事項の項目追加につ
いて
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第２回臨時会 （令和2年9月8日）

・ 議      案 （  １件）

県議会に提出する予定案件について

・ 報告事項 （  １件）

令和３年度使用山梨県高等学校及び特別支援学校用教科用図書採択について

第９回定例会 （令和2年9月１6日）

・ 議      案 （  ２件）

山梨県教育庁組織規則等の一部を改正する規則

・ 報告事項 （  １件）

令和３年度採用山梨県立学校実習助手、寄宿舎指導員選考検査について

第１０回定例会 （令和2年10月22日）

・ 議      案 （　２件）

山梨県社会教育委員の委嘱・任命について

山梨県図書館協議会委員の委嘱・任命について

・ 報告事項 （  １件）

令和２年度山梨県教育功労者表彰について

・ その他報告 （　２件）

令和元年度「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」結果について

令和２年度中学校卒業予定者の第１次進路希望調査結果の概要について

第１１回定例会 （令和2年11月4日）

・ 議      案 （  １件）

令和３年度山梨県公立高等学校等入学者募集定員について

・ 報告事項 （  １件）

山梨県社会教育委員の会議の提言について

・ その他報告 （  １件）

指定管理者候補者の選定について（県立図書館）（県立ゆずりはら青少年自然の里）

第３回臨時会 （令和2年11月18日）

・ 議      案 （  ４件）

県議会に提出する予定案件について

県議会に提出する予定案件について

県議会に提出する予定案件について

県議会に提出する予定案件について

山梨県教育委員会事務局及び山梨県教育委員会の所管に属する教育機関の職員の駐在に関
する規程
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第４回臨時会 （令和2年11月30日）

・ 議      案 （  １件）

職員の処分について

第１２回定例会 （令和2年12月2日）

・ 報告事項 （  １件）

学校運営協議会（コミュニティ・スクール）について

・ その他報告 （  １件）

令和４年度採用山梨県公立学校教員選考検査について

第１３回定例会 （令和3年１月13日）

・ 報告事項 （  ２件）

・ その他報告 （  １件）

第１４回定例会 （令和3年2月3日）

・ 議      案 （  ４件）

県議会に提出する予定案件について

博物館の登録に関する規則

｢山梨県教育振興基本計画｣の目標となる指標の進捗状況について

教育委員会の活動状況報告書について

・ その他報告 （  ２件）

第１５回定例会 （令和3年2月8日）

・ 議      案 （  ４件）

県議会に提出する予定案件について

県議会に提出する予定案件について

県議会に提出する予定案件について

県議会に提出する予定案件について

・ 報告事項 （　１件）

指導が不適切な教員について

第１６回定例会 （令和3年2月24日）

・ 議      案 （　１件）

訴訟の対応について

少人数教育推進検討委員会の報告について

令和３年度採用山梨県立学校実習助手（農業）（工業）（理科）及び山梨県立特別支援学校寄宿
舎指導員選考検査結果について

第５回大村智自然科学賞受賞者について

令和３年度山梨県公立高等学校全日制課程における再募集の検査方法について

令和３年３月公立高等学校卒業予定者の就職内定状況について（１１月末）
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第１７回定例会 （令和3年3月12日）

・ 議      案 （  ３件）

小中学校長の人事異動について

県立学校長の人事異動について

教育長の辞職について

・ 報告事項 （  ２件）

小中学校教頭の人事異動について

県立学校教頭の人事異動について

・ その他報告 （  ２件）

第１８回定例会 （令和3年3月23日）

・ 議      案 （　６件）

山梨県教育庁組織規則の一部を改正する規則

教育委員会所属長等の人事について

山梨県公立小学校及び中学校の学級編制の基準等に関する規則の一部を改正する規則

専門学校山梨県立農業大学校管理規則の一部を改正する規則

山梨県の公立学校における働き方改革に関する取組方針

山梨県立学校いじめ問題対策委員会の委員の委嘱・任命について

・ 報告事項 （  ２件）

県立学校事務長等の人事について

令和３年３月公立高等学校卒業予定者の就職内定状況（１月末）

・ その他報告 （  ２件）

学校運営協議会（コミュニティ・スクール）について

高校改革アンケート調査結果の概要について

やまなし幼児教育センター幼児教育調査結果の概要について

令和２年度第３回いじめに関する実態調査報告について
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第１ 教育委員会の活動状況 

７ 
 

２  一日教育委員会等の開催状況 

  （１）一日教育委員会（教育懇談会） 

令和 2年 10月 7日（水）に県防災新館 1階 オープンスクエアで一日教育委員会（教

育懇談会）を実施しました。テーマは「一緒に考えてみませんか ポストコロナ、これから

の教育」とし、入学前の家庭教育について、新しい生活様式における子供たちの心のケ

ア、学校の学びを進化させるＩＣＴを活用した教育の推進などについて、意見交換を行い

参加された方々からは、様々な意見が出されました。 

 

 

 

 

（２）児童生徒と語る一日教育委員会 

    本年度は新型コロナウィルス感染拡大に伴い、事業の実施を見合わせました。なお、この

事業は、教育委員が学校現場に直接出向いて児童生徒や教職員の状況を把握できる大変

有意義な事業ですが、新型コロナウイルス感染の収束が見通せない状況下において、感染

機会をできるだけ回避するという前提のもと、学校現場での負担や事務局の増大した業務量

の適正化を踏まえると、この際、事業廃止もやむを得ないものといたしました。 

しかしながら、学校現場から直接意見聴取できるというメリットもあることから、今後はテレビ

会議システムを活用するという、新しいスタイルも模索しています。 

 



第１ 教育委員会の活動状況 
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３ その他の教育委員活動状況 

【７月】 

日付 活動内容 出席者 

２８日 新校長研修会 三塚、佐藤、岡部、松坂各委員 

【８月】 

日付 活動内容 出席者 

１２～ 

１４日 

教員採用検査面接試問  三塚、佐藤、岡部、松坂各委員 

１９日 新教頭研修会 三塚、佐藤、岡部、松坂各委員 

【９月】 

日付 活動内容 出席者 

１０日 １都９県教育委員会教育委員協議会 Web会議 三塚委員 

１６日 学校訪問（青洲高校、甲府城西高校） 佐藤、岡部、松坂各委員 

【１０月】 

日付 活動内容 出席者 

７日 一日教育委員会（教育懇談会） 全委員 

２２日 第１回総合教育会議 全委員 

２３日 学校訪問（都留高校、ふじざくら支援学校） 佐藤、岡部、松坂各委員 

【１１月】 

日付 活動内容 出席者 

４日 令和２年度山梨県教育功労者表彰式 佐藤、岡部、松坂各委員 

６日 学校訪問（笛吹市立御坂西小学校） 佐藤、岡部各委員 

【１２月】 

日付 活動内容 出席者 

４日 学校訪問（笛吹市立芦川小学校） 岡部委員 

【令和３年１月】 

日付 活動内容 出席者 

６～ 

８日 

令和３年度採用校長面接試問 三塚、佐藤、岡部、松坂各委員 

１３～ 

１５日 

令和３年度採用教頭・主幹教諭面接試問 三塚、佐藤、岡部、松坂各委員 

【２月】 

日付 活動内容 出席者 

３日 令和２年度都道府県・指定都市教育委員研究協

議会 

松坂、小澤各委員 

※ １１月、１２月の学校訪問は、笛吹市教育懇談会（市教育委員会・教育協議会・PTA

連合会による組織）」の協力により実施し、新型コロナ感染症の影響による学校現場の状

況を把握し、課題解決に向けた取組に反映した。 

※ 教育委員会会議のオンライン化に向けては、各委員による議論の結果、当面、オンラ

イン会議は教育委員への勉強会や現場教員との交流で導入し、教育委員会会議は臨場を

原則とし、新型コロナ感染拡大等により、臨場ができない場合については、オンライン

での出席を認めることとした。 



第１ 教育委員会の活動状況 
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第２ 「教育振興基本計画」について 

 

教育基本法の改正（平成 18年 12月）により、国においては 5年ごとに教育振興基本計

画（以下、国計画）を策定し、平成 30年 6月に第 3期国計画が閣議決定されました。本県

においても、国計画を参酌し、平成 21年に「やまなしの教育振興プラン」を、平成 26年に

「新やまなしの教育振興プラン」をそれぞれ策定し、10 年間にわたり本県の実情を踏まえ

た教育施策を、総合的かつ計画的に推進してきました。 

 

この間、人口減少や高齢化をはじめ、高度情報化やグローバル化の急速な進展等、社

会情勢はめまぐるしく変動し、さらには家庭環境や地域社会の変化、安全・安心に対する

意識や多様な学びの必要性の高まりといった教育に関わる変化も大きくなっています。ま

た、平成29年に小・中学校、平成30年に高等学校の各学習指導要領が改訂され、「社会

に開かれた教育課程」の実現が求められています。こうした中、本県教育の一層の振興を

図るために、社会の変化を的確に見据えながら、新しい時代にふさわしい教育行政のあり

方や施策の基本的方向を明確にすることが必要となっています。 

 

 こうした中、令和元年 6 月、新しい時代を拓く本県教育の進むべき方向とその実現に向

けた基本的な施策を明らかにするため「山梨県教育振興基本計画」を策定し、「学び続け 

共に生き 未来を拓く やまなしの人づくり」の基本理念の下、「「生きる力」を育む質の高

い教育の実現」、「人生を豊かにし、社会を支える生涯学習の展開」、「だれもが安心して

学べる教育環境の整備」の３つを基本目標とし、これを実現するために、７の基本方針、２

１の具体的な施策項目などを定め、本県教育の振興を図ることとしました。 

なお、この計画は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の3第1項に基

づく、本県の教育・学術及び文化の振興に関する総合的な施策について知事が定めた

「山梨県教育大綱」の目標や施策の根本となる方針としても位置付けられているところで

す。 
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１ 「山梨県教育振興基本計画」の概要 

 本県の教育振興基本計画として、令和元年６月に策定 

 計画期間  令和元年度～５年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本理念 
 

学び続ける人

新しい時代に必要となる資質・能力や個性を
最大限に伸ばし、社会的・職業的に「自立」
するとともに、自己実現に向けて学び続ける姿
を目指します。

生涯を通じて健康で、多様な学びの機会と社
会参加の機会を楽しみ、生きがいとする姿を
目指します。

本県の豊かな自然、歴史、伝統・文

化、産業を学び、世界に目を向け、他

者との「協働」により、持続可能な地域

社会づくりを牽引する姿を目指します。

個人や社会の多様性を尊重し、性別、

世代、国籍、価値観などの違いを越え

て、全ての人が互いに学び合い、高め

合い、支え合う姿を目指します。

共に生きる人

未来を拓く人

夢と志を持ち、やりがいや生きがいを持ちな
がら学び、新しい価値の「創造」に向けて、た
くましくしなやかに未来を拓く姿を目指します。

学び続け 共に生き 未来を拓く 
   やまなしの人づくり 

目指す姿 
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   子供たちが夢に向かい粘り強く努力するとともに持続可能な社会を創り出す姿

を目指し、「生きる力」が最大限に育まれるよう、一人一人の個性や能力に応じた

きめ細かな教育の充実を図ります。 

 

 
 
 

 
 
 
 
  
 

   生涯を通じて、多様な学びの機会と社会参加の機会を確保できるよう努め、併せ

て、県民が健康で心豊かな生活を送るために、スポーツ及び文化芸術にふれあい親

しむ機会の充実を図ります。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   だれもがあらゆる機会にあらゆる場所で学べるよう学びの機会の充実を推進し

ます。また、子供たちが安心して質の高い教育を受けられるよう、キャリアステー

ジに応じた研修による教員の資質向上、子供と向き合う心や時間のゆとりの確保に

努めます。  

 

   
 

 

  

【基本方針】 

１．バランスのとれた知・徳・体を育成します 
２．ふるさとに誇りを持ち、地域や世界で活躍する人材を育成します 
３．学校・家庭・地域による教育を推進します 

【基本方針】 
１．学びと活用が循環する生涯学習を推進します 
２．生涯にわたって活躍できる学びの体制づくりに努めます 

【基本方針】 
１．質の高い教育のための環境整備に努めます 
２．多様な学びの機会の充実と提供を図ります 
 

だれもが安心して学べる教育環境の整備 

基本目標Ⅲ 

「生きる力」を育む質の高い教育の実現 

基本目標Ⅰ 

人生を豊かにし、社会を支える生涯学習の展開 

基本目標Ⅱ 

 基本目標 
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基本 
理念 

 ■基本目標Ⅰ 「生きる力」を育む質の高い教育の実現 

 ■基本方針 ■施策項目 

学
び
続
け 

共
に
生
き 

未
来
を
拓
く 

や
ま
な
し
の
人
づ
く
り 

 

1.バランスのとれた知・

徳・体を育成します 

(1)確かな学力の育成 

 (2)豊かな心の育成 

 (3)健やかな体の育成 

 (4)幼児期における質の高い教育の推進 

 

2.ふるさとに誇りを持

ち、地域や世界で活躍

する人材を育成します 

(1)グローバルに活躍する人材の育成 

 (2)キャリア教育の推進 

 (3)イノベーションを牽引する人材の育成 

 (4)大学等の高等教育の振興 

 (5)スポーツ・文化芸術分野の人材の育成 

 3.学校・家庭・地域による

教育を推進します 

(1)家庭・地域の教育力の向上 

 (2)学校・家庭・地域との連携・協働の推進 

   

 ■基本目標Ⅱ 人生を豊かにし、社会を支える生涯学習の展開 

 ■基本方針 ■施策項目 

 1.学びと活用が循環する

生涯学習を推進します 

(1)生きがいを持ち、社会参画するための学びの推進 

 (2)よりよい地域づくりに向けた学びの推進 

 2.生涯にわたって活躍で

きる学びの体制づくり

に努めます 

(1)社会人の学び直しの支援 

 (2)障害者の生涯学習の推進 

   

 ■基本目標Ⅲ だれもが安心して学べる教育環境の整備 

 ■基本方針 ■施策項目 

 

１.質の高い教育のため

の環境整備に努めます 

(1)学校における働き方改革の推進 

 (2)魅力ある学校を支える指導体制の充実 

 (3)ICT 活用のための基盤整備 

 (4)安全・安心で質の高い教育環境の整備 

 ２.多様な学びの機会の

充実と提供を図ります 

(1)全ての子供の教育機会を保障する支援 

 (2)多様性を包み込む教育の推進 

 施策体系 
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２ 「山梨県教育振興基本計画」の施策体系と主な事業 

 

 

 

 

基本方針１

【オリンピック・パラリンピック推進課】
　・東京オリンピック・パラリンピック機運醸成推進事業費補助金

【スポーツ振興課】

　・スポーツ指導者派遣事業
　・スポーツ施設等安全管理講習会開催費
　・広域スポーツセンター運営事業
　・ジュニアアスリートトータルサポート事業

【県民安全協働課】
　・消費生活地域講座委託事業
　・若年者向け消費者生活気づき教室事業

　 　・地域で活動するリーダー向け普及啓発事業
　・消費者教育教職員研修

【子育て政策課】
　 　・保育教諭確保対策支援事業費補助金

【学校施設課】
　・盲ろう学校運営費
　・甲府支援学校等運営費
　・理科教育設備整備費
　・産業教育設備整備費
　・高等学校教材設備近代化事業費
　・専門高等情報教育機器更新事業費

【義務教育課】
　・学力向上推進事業
　・「科学の甲子園ジュニア」山梨県大会
　・英語教育改善プラン推進事業
　・小中連携研究協議会
　・「しなやかな心の育成」アクションプラン
　・市町村（組合）教育委員会不登校担当者会議
　・幼児教育振興事業費
　・保護者のための不登校研修会開催費
　・授業力養成事業費
　・小中学校生徒指導主事（主任）研修会開催費
　・小中学校生徒指導研究協議会開催費
　・地域連携教育相談事業費
　・地域連携子どもと親と教師のための教育相談事業費
　・主体的・対話的で深い学び推進事業
　・教育課程研究費
　・学力向上ミドルリーダー研修事業費
　・やまなし道徳教育推進事業
　・読解力・記述力向上推進事業費
　・中学生英語力向上ｻﾎﾟｰﾄ事業費補助金
　・いきいき教育地域人材活用推進事業費
　・山梨県学力把握調査事業費
　・学びのサイクル改善事業費
　・若手教員グローアップ事業費
　・いじめ・不登校ホットライン事業
　・初任者研修費
　・スクールカウンセラー等活用事業
　・スクールソーシャルワーカー活用事業

（２）豊かな心の育成

施　策　項　目 事 業 名

（１）確かな学力の育成

山梨県教育振興基本計画の施策体系（令和２年度）

【基本理念】
～　学び続け　共に生き　未来を拓く　やまなしの人づくり　～

【基本目標Ⅰ】　「生きる力」を育む質の高い教育の実現

バランスのとれた知・徳・体を育成します
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【高校教育課】
　・まなび・やり甲斐・ACTIVEプロジェクト
　・スーパーサイエンスハイスクール事業
　・「科学の甲子園」山梨大会
　・高大連携事業（山梨大学公開授業，出前講義，他）
　・高等学校学力向上推進事業
　・進路指導主事連絡協議会
　・高等学校「しなやかな心の育成」推進事業
　・エネルギー教育推進事業費
　・自ら学ぶ学校図書館活用事業費
　・県立学校教育情報化推進事業費
　・国際理解教育推進事業費
　・教育情報ﾈｯﾄﾜｰｸ整備事業費
　・いじめ問題調査会運営費

【高校改革・特別支援教育課】
　・高校改革アンケート調査費
　・高等学校審議会開催費
　・長期構想推進検討委員会開催費

【生涯学習課】
　・地域と学校の連携・協働に関する事業
　・青少年教育施設連携促進事業
　・青少年育成山梨県民会議事業
　・子育て・青少年相談機関連絡会議
　・人権教育指導研修事業費
　・山梨県青少年非行・被害防止県民大会開催費
　・図書館活動推進費
　・家読推進運動事業費
　・家庭教育支援事業費
　・やまなし若者まちづくりチャレンジ協働事業
　・青少年長期自然体験活動事業費
　・子育て相談総合窓口設置事業費

【保健体育課】
　・学校体育関係事業及び子供の体力向上推進事業等説明会等
　・目指せ！やまなしチャンピオン！事業費
　・学校体育指導力向上事業費

　・学校栄養職員研修会等事業費

　・養護教諭研修会等事業費費
　・子供の体力向上推進事業費
　・オリンピック・パラリンピック教育推進事業費
　・学校体育団体等関係事業補助事業費

【総合教育センター】
　・基礎学力到達度調査事業費
　・教育研修費
　・情報教育研修全般
　・防災教育・危機管理研修
　・教育相談事業費

基本方針２

【スポーツ振興課】
　・スポーツ交流推進事業
　・競技力向上費
　・ジュニアアスリートトータルサポート事業（再掲）

【私学・科学振興課】
　・大学コンソーシアムやまなし負担金
　・未来の科学者訪問セミナー実施事業費
　・外国語指導助手指導費
　・私立学校外国語指導助手活用事業費補助金
　・若手研究者奨励事業費
　・私立専修・各種学校運営費補助金
　・若者海外留学体験人材育成事業費
　・県立大学運営費交付金

（１）グローバルに活躍する人材

（３）健やかな心の育成

（４）幼児期における質の高い
　　　教育の推進

【基本目標Ⅰ】　「生きる力」を育む質の高い教育の実現

ふるさとに誇りを持ち、地域や世界で活躍する人材を育成します

施　策　項　目 事 業 名
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【労政雇用課】
　・「やまなし・しごと・プラザ」事業費

【産業人材育成課】
　・山梨のものづくり魅力発見事業費
　・在職者訓練費

【世界遺産富士山課】
　・富士山世界文化遺産保存活用推進事業費

【文化振興・文化財課】
　・考古博物館チャレンジ博物館事業費
　・博物館かいじあむ「こどもの日」まつり事業費
　・博物館夏休み自由研究プロジェクト
　・博物館体験プログラム事業費
　・考古博物館こどもまつり事業費
　・文学館教育普及事業費
　・美術館教育普及事業費
　・山梨芸術劇場開催費
　・県民文化祭費
　・やまなし文化芸術推進月間事業

【学校施設課】
　・理科教育設備整備費（再掲）
　・産業教育設備整備費（再掲）
　・高等学校教材設備近代化事業費（再掲）
　・専門高等情報教育機器更新事業費（再掲）
　・盲ろう学校運営費（再掲）
　・甲府支援学校等運営費（再掲）

【義務教育課】
　・「科学の甲子園ジュニア」山梨県大会（再掲）
　・学力向上推進事業（再掲）
　・教育課程研究費（再掲）
　・読解力・記述力向上推進事業費（再掲）
　・中学生英語力向上ｻﾎﾟｰﾄ事業費補助金（再掲）
　・英語教育改善プラン推進事業（再掲）
　・いきいき教育地域人材活用推進事業費（再掲）
　・郷土学習推進事業費

【高校教育課】
　・スーパーサイエンスハイスクール事業（再掲）
　・高大連携事業（山梨大学公開授業，出前講義，他）（再掲）
　・高等学校学力向上推進事業（再掲）
　・進路指導主事連絡協議会（再掲）
　・「科学の甲子園」山梨大会（再掲）
　・自ら学ぶ学校図書館活用事業費（再掲）
　・ライフプラン小中高推進事業

　　　人材の育成 　・大村智自然科学賞表彰事業費
　・工業系高校生実践的技術力向上事業費
　・スーパー・プロフェッショナル・ハイスクール事業費
　・高校生留学促進事業費
　・高等学校文化活動助成費
　・グローバル人材育成教育プログラム導入事業費
　・キャリアビジョン形成支援事業費
　・キャリア・パスポート小中高接続推進事業
　・まなび・やり甲斐・ACTIVEプロジェクト（再掲）
　・地域との協働による高校改革推進事業

【生涯学習課】
　・やまなしまなびネットワークシステム運営費

【総合教育センター】
　・教育研修費（再掲）
　・情報教育研修全般（再掲）

（５）スポーツ・文化芸術分野の

（２）キャリア教育の推進

（３）イノベーションを牽引する

（４）大学等の高等教育の振興
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基本方針３

【義務教育課】

　・学校運営協議会設置推進事業費

【高校教育課】

　・学校評議員設置費

【生涯学習課】

　・山梨県青少年非行・被害防止県民大会（再掲）

　・しなやかな心の育成推進事業費（家読推進運動）

　・子育て・青少年相談機関連絡会議（再掲）

　・やまなしワクワク子育て親育ちプロジェクト

　・やまなし青少年社会環境健全化推進会議開催費

　・家庭教育支援事業費（再掲）

　・子どもクラブ活性化事業費

　・子ども読書活動支援環境整備事業費

　・やまなし読書活動促進事業費

　・子育て相談総合窓口設置事業費（再掲）

　・放課後子ども総合プラン推進事業費

　・資料購入整備費

　・地域と学校の連携・協働に関する事業（再掲）

【総合教育センター】

　・教育相談事業費（再掲）

　・図書館活用研修会の企画・運営

基本方針１

【スポーツ振興課】
　・身近な地域スポーツ促進事業
　・生涯スポーツ振興費
　・広域スポーツセンター運営事業（再掲）
　・指導者養成研修
　・オリパラ活用事業

【県民安全協働課】
　・消費生活地域講座委託事業（再掲）
　・若年者向け消費者生活気づき教室事業（再掲）
　・地域で活動するリーダー向け普及啓発事業（再掲）
　・消費者教育教職員研修（再掲）

【文化振興・文化財課】
　・県民文化ホール運営管理費
　・県民文化祭費（再掲）
　・山梨芸術劇場開催費（再掲）
　・やまなし文化芸術推進月間事業（再掲）
　・学術文化振興費
　・山梨近代人物館管理運営費
　・文化財保護調査費
　・文化財保護審議会開催費及び現地調査費
　・文化財保存事業費補助金
　・埋蔵文化財調査費
　・美術館企画事業費
　・美術資料収集費
　・美術館運営費
　・芸術の森運営費
　・考古博物館事業費
　・考古博物館運営費
　・文学館企画事業費
　・文学資料等収集整理費
　・文学館運営費
　・博物館事業費
　・歴史資料等収集費
　・博物館運営費

（２）学校・家庭・地域との連携・

　　　　 協働の推進

（２）よりよい地域作りに向けた
　　　学びの推進

　　　するための学びの推進

【基本目標Ⅰ】　「生きる力」を育む質の高い教育の実現

学校・家庭・地域による教育を推進します

施　策　項　目 事 業 名

学びと活用が循環する生涯学習を推進します

施　策　項　目 事 業 名

（１）生きがいを持ち、社会参画

（１）家庭・地域の教育力の向上

【基本目標Ⅱ】　人生を豊かにし、社会を支える生涯学習の展開
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【義務教育課】
　・いきいき教育地域人材活用推進事業費（再掲）

【高校教育課】
　・高等学校文化活動助成費（再掲）

【生涯学習課】
　・青少年育成山梨県民会議事業費（再掲）
　・子ども読書活動支援環境整備事業費（再掲）
　・青少年の非行・被害防止県民大会
　・ことぶき勧学院運営費
　・社会教育委員費
　・社会教育関係団体活性化事業費
　・社会教育指導者養成事業費
　・生涯学習審議会開催費
　・図書館電算費
　・生涯学習推進センター運営費
　・やまなしまなびネットワークシステム運営費（再掲）
　・キャンパスネットやまなし企画運営委員会開催費

【保健体育課】
　・オリンピック・パラリンピック教育推進事業（再掲）
　・子どもの体力推進事業

基本方針２

【スポーツ振興課】
　・スポーツ指導者派遣事業費（再掲）
　・全国障害者スポーツ大会派遣費補助金

【私学・科学振興課】
　・私立専修・各種学校運営費補助金（再掲）

【障害福祉課】
　・ふれあい創作活動支援事業費
　・障害者文化展開催費
　・山梨県障害者芸術・文化祭開催費

【産業人材育成課】
　・在職者訓練費（再掲）

【義務教育課】
　・いきいき教育地域人材活用推進事業費（再掲）

【高校改革・特別支援教育課】
　・交流及び共同学習推進事業費

【生涯学習課】
　・やまなしまなびネットワークシステム運営費（再掲）

基本方針１

【私学・科学振興課】
　・私立学校施設整備費補助金
　・被災児童生徒等私立学校授業料等減免事業費補助金
　・私立学校審議会運営事業費
　・私学教育振興会活動費補助金
　・私立高等学校等授業料減免事業費補助金
　・私立学校教職員共済業務補助金
　・私立幼稚園、私立学校教職員退職資金造成費補助金
　・私立幼稚園、私立学校運営費補助金

（１）学校における働き方改革
　　　の推進

【基本目標Ⅱ】　人生を豊かにし、社会を支える生涯学習の展開

生涯にわたって活躍できる学びの体制づくりに努めます

施　策　項　目 事 業 名

（１）社会人の学び直しの支援

【基本目標Ⅲ】　だれもが安心して学べる教育環境の整備

質の高い教育のための環境整備に努めます

施　策　項　目

（２）障害者の生涯学習の推進

事 業 名
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【子育て政策課】
　・認定こども園耐震化支援事業費補助金

【文化振興・文化財課】
　・美術館運営費（再掲）
　・考古博物館運営費（再掲）
　・文学館運営費（再掲）
　・博物館運営費（再掲）

【総務課】
　・教員の働き方改革に関する取り組み
　・少人数教育関連施策

【学校施設課】
　・盲ろう学校運営費（再掲）
　・甲府支援学校等運営費（再掲）
　・高等学校教材設備近代化事業費（再掲）
　・産業教育設備整備費（再掲）
　・専門高等情報教育機器更新事業費（再掲）
　・理科教育設備整備費（再掲）
　・改築高校設備整備事業費
　・甲府支援学校等施設整備費
　・甲府支援学校等施設維持管理費
　・高校施設整備費
　・施設維持管理費

【義務教育課】
　・少人数教育関連施策（再掲）
　・スクールカウンセラー等活用事業（再掲）
　・スクールソーシャルワーカー活用事業（再掲）
　・教育支援センター運営事業
　・学力向上支援スタッフ配置事業費
　・小中学校生徒指導研究協議会開催費（再掲）
　・学校運営協議会設置推進事業費（再掲）
　・教員採用検査経費
　・教員人事管理事業費
　・指導者研修費
　・若手教員グローアップ事業費（再掲）
　・初任者研修費（再掲）
　・統合型校務支援システム整備事業費
　・小学校プログラミング教育推進事業

【高校教育課】
　・まなび・やり甲斐・ACTIVEプロジェクト（再掲）
　・学校評議員設置費（再掲）
　・教育情報ネットワーク整備事業（再掲）
　・自ら学ぶ学校図書館活用事業（再掲）
　・学校訪問指導費
　・県立教職員人事管理費

【高校改革・特別支援教育課】
　・特別支援学校スクールバス感染症対策事業費
　・特別支援学校再開緊急対策事業費

【保健体育課】
　・地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業費
　・運動部活動外部指導者派遣事業費
　・部活動指導員任用事業費

【総合教育センター】
　・基礎学力到達度調査事業費（再掲）
　・教育研修費（再掲）
　・情報教育研修全般（再掲）

（４）安全・安心で質の高い教育

（２）魅力ある学校を支える指導

（３）ＩＣＴ活用のための基盤整備
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基本方針２

【私学・科学振興課】
　・高等学校等学び直し支援金
　・私立小中学校授業料支援実証事業費
　・高等学校等入学準備サポート事業費
　・高等学校等奨学給付金
　・高等学校等就学支援金交付事業費

【子ども福祉課】
　・子どもの学習支援事業費

　 　・やまなし子どもの貧困対策推進連絡会議等の実施

【総務課】
　・少人数教育関連施策（再掲）

【義務教育課】
　・少人数教育関連施策（再掲）
　・スクールカウンセラー等活用事業（再掲）
　・スクールソーシャルワーカー活用事業（再掲）
　・「しなやかな心の育成」アクションプラン（再掲）
　・学校運営協議会設置推進事業費（再掲）
　・小中学校生徒指導研究協議会開催費（再掲）
　・小中学校生徒指導主事（主任）研修会開催費（再掲）
　・山梨県中学校夜間学級庁内調査研究委員会
　・外国人児童生徒等支援事業費
　・帰国子女等教育指導費
　・市町村（組合）教育委員会不登校担当者会議

【高校教育課】
　・まなび・やり甲斐・ACTIVEプロジェクト（再掲）
　・各地域中高連絡協議会
　・学校評議員設置費（再掲）
　・高等学校における通級による指導実践研究校事業
　・育英奨学金
　・交通被災児奨学金
　・公立学校奨学給付金
　・公立高等学校就学支援金
　・高等学校等入学準備サポート事業費（再掲）
　・専門高校生資格取得サポート事業費
　・定時制課程等修学奨励費

【高校改革・特別支援教育課】
　・特別支援教育推進事業
　・特別支援教育担当教員研修費
　・交流及び共同学習推進事業費（再掲）
　・学習障害等のある児童生徒への支援体制強化事業費
　・特別支援学校児童生徒就学奨励費
　・インクルーシブ教育推進事業費

【生涯学習課】
　・放課後子ども総合プラン推進事業（再掲）
　・地域と学校の連携・協働に関する事業（再掲）

【総合教育センター】
　・基礎学力到達度調査事業費（再掲）
　・特別支援教育に関する相談業務
　・特別支援学校教職員研修等事業費

【基本目標Ⅲ】　だれもが安心して学べる教育環境の整備

多様な学びの機会の充実と提供を図ります

施　策　項　目 事 業 名

（２）多様性を包み込む教育の推進

（１）全ての子どもの教育機会を
　　　保障する支援
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３「山梨県教育振興基本計画」の進捗状況について 

 

（１）進捗状況の点検 

令和２年度末現在の進捗状況について、目標となる指標の達成状況を把握しながら、

計画に沿って施策・事業が着実に推進されているか、自ら点検・評価を行い、その結

果を定例教育委員会で報告及びホームページで公表しました。 

 

（２）進捗率の計算方法 

（令和２年度の実績値）－（平成２９年度の現況値） 

×１００ 

（令和５年度の目標値）－（平成２９年度の現況値） 

 

（３）進捗状況 

  計画に掲げた目標となる指標４８項目の進捗状況 

  ５年計画の２年目末時点の評価を行うため、進捗率４０％を基準に評価する。 

  ｢○｣:40％以上、｢△｣:20％超～40％未満、｢×｣:20％以下 

  なお、新型コロナウイルス感染症の全国的な感染拡大により、全国調査や全国大会等 

が中止になったため、進捗率を測ることができない指標が１３項目ある。   

 

 （４）主な項目の状況 

①進捗率の高いもの                  R5 目標値    R2 実績値 

高校卒業段階でCEFR A2相当以上を達成(高校)       43.0%      48.4% 

相談・支援を受けている不登校児童生徒の割合（小中）    70.8%     77.5 %     

総合教育センター研修に｢役立つ｣と回答（第2 ｽﾃｰｼﾞ）     90.0%        92.2% 

特別支援教育の研修会を受けた割合（高校）        80.0%       84.5% 

②進捗率の低いもの                              R5 目標値    R2 実績値 

総合教育センター研修に｢役立つ｣と回答（第 1 ｽﾃｰｼﾞ）     100%        92.0% 

生涯学習推進センターの利用者数          30,000人   15,534人 

特別支援学校高等部で一般就労した生徒の割合         35.0%     26.1% 

○ △ × 中止 合計

　基本方針１ バランスのとれた知・徳・体を育成します 2 1 2 10 15

　基本方針２ ふるさとに誇りを持ち、地域や世界で活躍する人材を育成します 4 0 2 1 7

　基本方針３ 学校・家庭・地域による教育を推進します 1 1 1 1 4

　基本方針１ 学びと活用が循環する生涯学習を推進します 0 0 2 1 3

　基本方針２ 生涯にわたって活躍できる学びの体制づくりに努めます 0 0 1 0 1

　基本方針１ 質の高い教育のための環境整備に努めます 5 4 5 0 14

　基本方針２ 多様な学びの機会の充実と提供を図ります 3 0 1 0 4

15

42.9％

6

17.1 ％

14

40.0 ％

13

1 ％

48

2 ％

合計

（構成比：中止の13項目を除いた35項目）

基本目標・基本方針内容
成果指標の進捗状況(令和2年度実績)

■基本目標Ⅰ　「生きる力」を育む質の高い教育の実現

■基本目標Ⅱ　人生を豊かにし、社会を支える生涯学習の展開

■基本目標Ⅲ　だれもが安心して学べる教育環境の整備
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第３ 教育行政の事務事業総点検 

 

１ 総点検の概要 

(1) 趣旨 

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、行政を取り巻く環境は大きく変化して

きており、これまでの社会経済環境を前提として実施してきた事業には、感染拡

大により事業効果が見込めなくなったもの、事業効果に比べて労力・コストがか

かるもの等も散見され、また、経済活動の停滞により今後一層厳しい財政状況も

見込まれることなどから、教育委員会を挙げて事務事業の総点検を行う。 

 

(2)  実施方法 

総点検は、教育委員会が自主的に実施する「一次点検」と事務事業総点検

推進委員会（副知事、知事政策局長、総務部長により構成）において、必要性、

効率性、有効性の観点から点検を行う「二次点検」とする。 

 

(3)  対象 

① 「一次点検」は、令和２年度当初予算に計上された事務事業のうち、次に

掲げる事務事業を除く１３５事業とする。 

・投資的経費のうち、施設、庁舎等の整備事業やこれに類する事業 

・人件費、扶助費、交付金などの義務的経費 

・繰出金、積立金 

・経常経費、社会活動費 

・国庫委託事業、受託事業 

・施設、庁舎等の維持管理経費 

・臨時的事業 

② 「二次点検」は、県単独事業で予算額５００万円以上のもので、事務事業

総点検推進委員会が選定した１事業とする。 

 

 (4) 点検方法 

「一次点検」は「事務事業総点検シート（A）」により、事業担当課が、対象とな

る事務事業について、必要性、効率性、有効性の観点から自主的に行うこととし、

「二次点検」は「事務事業総点検シート（B）」により、事務事業総点検推進委員

会が、対象となる事務事業について、必要性、効率性、有効性の観点から行う。 
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２ 一次点検 

（1）一次点検項目 

    ① 所要時間 

人件費コストを勘案するため、当該事務事業に携わった職員のおおよその延

べ時間を把握する。 

 

② 点検結果 

必要性・効率性・有効性のそれぞれについて点検を行う。 

      「○」：十分できている 

   「△」：一部できている 

   「×」：できていない 

   「－」：事業に関連がない 

 

     ③ 今後の方向性 

事業の今後の方針について、「事業の廃止」、「事業の一部廃止」、「終期設

定」、「廃止の方向で検討」、「事業全体の抜本的な改善」、「事業内容一部改

善」、「現状どおり」のいずれかを判断する。 

 

（2）一次点検結果 

対象事業 廃止 一部廃止 終期設定 
廃止の方

向で検討 

事業全体

の抜本的

な改善 

事務事業

の一部改

善 

現状どおり 

135事業 
13事業 4事業 0事業 0事業 0事業 70事業 48事業 

9.6% 3.0% 0.0% 0.0% 0.0% 51.9% 35.6% 
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令和２年度 教育委員会の活動状況報告書における「学識経験者からの意見」 

 

 

国立大学法人山梨大学 理事・副学長 中村和彦 

 

・  教育委員会の活動状況としては、年度内に定例会を 18回、臨時会を 4回と高頻度で開 

催され、多くの重要議案を審議されるとともに、一日教育委員会・研修会・学校訪問等

も積極的に実施されていることを高く評価します。 

また令和元年度に策定された「山梨県教育振興基本計画」の進捗状況の把握とともに、

計画に基づく教育行政の総点検の実施は非常に重要であり、今後も、計画実現に向けた

より効果的な事業の推進を期待します。 

新型コロナウィルス感染予防への対応を含め、学校教育現場と連携しながら、ＩＣＴ

を活用した事業推進のあり方の検討が必要であると思われます。 

 

 

公立大学法人山梨県立大学 人間福祉学部 教授 池田充裕 

 

・  昨年度は新型コロナウィルス感染症の影響により、十分な活動を行うことが難しい中、 

意見交換会や学校訪問等を臨場にて実施し、学校・地域・家庭からの意見・要望を直接

くみ取ろうと努めており、高く評価いたします。 

・ 「教育振興基本計画」が設定した各目標項目の進捗状況の評価に関しては、コロナ禍に 

おいてその方法・基準の見直しを鋭意行っており、高く評価できます。なお、新型コロ

ナウィルスの感染拡大が収まらない中にあって、進捗状況の評価については、その方法

や基準だけでなく、事業や項目によっては、目標とする内容や目標値自体を柔軟に見直

すことも必要かとも考えます。計画策定時と現在では状況が大きく異なります。策定に

あたった者の一人として、数値ありきではなく、必要な場合には、評価の項目・内容・

目標値の実現可能性・妥当性について適宜検討を行い、無理のない範囲で、改善に資す

る有効な検証作業が行われるようにお願いしたいと思います。 

 



教育委員一覧（Ｒ３．３現在） 

 

 

 

R2年度

職名 任期 年齢 住所地 備考

教育長 斉木
さいき

　邦彦
くにひこ

R2.4.1
～

R4.3.31
61 甲府市 1期

教育長
職　務
代理者

三塚
みつづか

　憲二
　けんじ

H29.3.27
～

R3.3.26
73 甲州市

歯科医師
（元歯科医師
会会長）

1期

教育長
職　務
代理者

佐藤
さとう

　喜美子
きみこ

H30.10.18
～

R4.10.17
65 山梨市

山梨学院
短期大学
保育科

特任教授

1期

教育
委員 岡部

おかべ

　和子
かずこ

R1.7.25
～

R5.7.24
69 甲府市

無職（元公立
小学校校長）

1期

教育
委員 松坂

まつざか

　浩志
ひろし

R2.2.17
～

R4.3.25

※前任の残任期

62 甲州市

㈱塩山製作所
代表取締役社長

1期

教育
委員 小澤

おざわ

　幸子
さちこ

R2.7.13
～

R6.7.12
46 山梨市

医師
（ハイチ友の
会代表）

1期

氏名

山梨県教育委員




