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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３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。 

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、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

数教育の充実や相談支援体制の強化、教員の負担軽減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４年９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３年４月１日～令和４年３月末

 会議開催回数

定 例 会 16 回

臨 時 会 5 回

 付議事項数

議      案 50 件

報告事項 17 件

その他報告 23 件

第１回定例会 （令和３年４月１４日）

・ 議      案 （  ２件）

令和３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３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

第１回臨時会 （令和３年４月２８日）

・ 議      案 （  １件）

訴訟の対応について

・ 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実施要項について

第２回定例会 （令和３年５月２６日）

・ 議      案 （  ４件）

令和４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４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４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

令和４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 （  ３件）

令和３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

令和３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３年３月公立高等学校卒業者の就職決定状況

・ その他報告 （　１件）

令和４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

第３回定例会 （令和３年６月９日）

・ 議      案 （  ３件）

県議会に提出する予定案件について
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山梨県教員育成協議会委員の委嘱・任命について

職員の処分について

・ その他報告 （  １件）

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

第４回定例会 （令和３年６月２３日）

・ 議      案 （  １件）

職員の処分について

第５回定例会 （令和３年７月７日）

・ 報告事項 （  １件）

令和３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）

甲府城西高等学校徴収金等における使途不明金判明への対応について

ヤングケアラーの支援の推進について

第６回定例会 （令和３年７月２１日）

・ その他報告 （  １件）

令和３年度第１回いじめ実態調査報告について

第７回定例会 （令和３年９月１日）

・ 議      案 （  ２件）

「山梨県教育振興基本計画」の見直しについて

大村智自然科学賞選考委員会委員の委嘱・任命について

・ 報告事項 （  ２件）

令和４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

令和４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２回臨時会 （令和３年９月８日）

・ 議      案 （  ３件）

県議会に提出する予定案件について

｢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

令和２年度教育委員会の活動状況報告書について

第８回定例会 （令和３年１０月６日）

・ 報告事項 （  １件）

令和４年度使用山梨県高等学校用教科用図書採択の変更について

・ その他報告 （  １件）

令和４年度山梨県公立高等学校・山梨県立特別支援学校高等部入学者選抜実施要項に定め
る「特別日程」について
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第９回定例会 （令和３年１０月２０日）

・ 報告事項 （  １件）

令和３年度山梨県教育功労者表彰について

・ その他報告 （　１件）

令和３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１０回定例会 （令和３年１１月１０日）

・ 議      案 （  ２件）

職員の処分について

令和４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 （  ２件）

訴訟の対応について

県立学校教頭の人事異動について

第１1回定例会 （令和３年１１月１７日）

・ 議      案 （  ４件）

「山梨県教育振興基本計画」の目標となる指標（未公表分）の進捗状況について

令和２年度教育委員会の活動状況報告書（確定版）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

第１２回定例会 （令和３年１２月１５日）

・ 議      案 （  １件）

「山梨県スポーツ推進計画」の改定について

・ 報告事項 （  １件）

・ その他報告 （  ２件）

令和５年度採用　山梨県公立学校教員選考検査改善点について

令和３年度第２回いじめ実態調査報告について

第３回臨時会 （令和３年１２月２７日）

・ 議      案 （  １件）

訴訟の対応について

・ その他報告 （  ３件）

令和４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（令和３年１０月末時点）

令和３年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果について

第１３回定例会 （令和４年１月５日）

令和４年度採用山梨県立学校実習助手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

令和３年度教育委員会における働き方改革のための取組状況調査
結果（全国調査）について
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・ その他報告 （  １件）

第１４回定例会 （令和４年１月１９日）

・ 報告事項 （  １件）

第６回大村智自然科学賞受賞者について

・ その他報告 （  ２件）

第１５回定例会 （令和４年２月２日）

・ 議      案 （  ７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

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

・ その他報告 （  １件）

県議会に提出する予定案件について

第４回臨時会 （令和４年２月２８日）

・ 議      案 （  ３件）

職員の処分について

職員の処分について

職員の処分について

・ 報告事項 （  1件）

訴訟の対応について

第１６回定例会 （令和４年３月１１日）

・ 議      案 （  ４件）

小中学校長の人事異動について

「山梨県幼児教育振興プログラム」の策定について

県立学校長の人事異動について

職員の処分について

・ 報告事項 （  ３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

指導が不適切な教員について

令和３年度中学校卒業予定者の第２次進路希望調査結果の概要について

県立高校のスクール・ミッション及びスクール・ポリシーの公表について

令和４年度「山梨県学校教育指導重点」について
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・ その他報告 （  ４件）

第５回臨時会 （令和４年３月２４日）

・ 議      案 （　１２件）

庁中処務細則等の一部を改正する訓令

山梨県教育委員会公印規程の一部を改正する告示

教育委員会所属長等の人事について

職員の処分について

職員の処分について

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

山梨県立高等学校学則の一部を改正する規則

山梨県立学校処務規程の一部を改正する訓令

山梨県立少年自然の家設置及び管理条例施行規則の一部を改正する規則

山梨県立青少年自然の里設置及び管理条例施行規則を廃止する規則

「第３次山梨県子ども読書活動推進実施計画」の見直しについて

・ 報告事項 （  １件）

県立学校事務長等の人事について

・ その他報告 （  ２件）

青少年保護育成のための環境浄化に関する条例施行規則の一部を改正する規則

高校改革アンケート調査結果の概要について

令和３年度休日部活動の地域移行に向けた実践研究事例集について

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の設置に関す
る規則等の一部を改正する規則

令和４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 （令和３年１２月末時点）

令和３年度山梨県新体力テスト・健康実態調査結果について

令和３年度第３回いじめ実態調査報告について

6 



第１ 教育委員会の活動状況 
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２  一日教育委員会（教育懇談会）の開催状況 

    

令和３年１２月２０日（月）に、山梨県東山梨合同庁舎において「一日教育委員会（教育懇談

会）」を開催しました。 

児童・生徒、保護者、地域住民など２０名が参加しました。 

県の教育委員会からは、４名の教育委員をはじめ、教育長、関係課職員等が出席しました。 

三井教育長の挨拶のあと、分科会１「郷土への愛情や誇りを育むための郷土学習の推進に 

ついて」、分科会２「地域との連携について」の２つのテーマに分かれ意見交換を行いました。 

参加者からは、「学習内容の拡充」や「部活動における外部人材の登用」などについて、

様々な意見が寄せられました。 

参加者から寄せられた意見に対する県教育委員会の考えをＨＰに掲載するとともに、ご意見

を参考に今後の教育施策の推進に対応して参ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１ 教育委員会の活動状況 
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No. 参加者から寄せられた意見 県教育委員会の考え

1-1

・小学校で地域の道祖神や神社、お祭りなどを知る機会をもう少

し多くしてもらいたい。（小学生）

・外部の先生が学校に来てお祭りなどを伝えられるような時間を

もっともってもらいたい。お祭りなどに詳しい人が話をしたり、

太鼓を叩いたりするようなことを授業の中に取り入れていけばい

いのではないか。（一般）

・地域のお祭りや行事をただ形式的に学ぶだけではなく、お祭り

や行事をする意味等を学んだ方が学習が深くなる。（小学生）

・地域の道祖神やお祭りなどを知る機会を増やして欲しいという意見があった

ことを市町村教育委員会に伝えるとともに、県の「いきいき教育地域人材活用

推進事業」を積極的に活用し、地域の人が関わることのできる学習が進められ

るよう有効活用している事例を市町村教育委員会を通じて周知して参ります。

【現状について】

・学校では、生活科や３年生の社会科、総合的な学習の時間において、地域探

検や地域の調べ学習を通して、道祖神や神社、お祭りなど地域の文化や伝統に

関する学習を行っています。また、お祭りや行事の意味を考える機会が持てる

ように、県教育委員会で作成した「ふるさと山梨」や「ふるさとかるた」の積

極的な活用を研修会等を通じて学校等に促しています。

1-2

・小学校の授業でＳＤＧｓの授業があまりないのでもっと増やし

た方がよい。（小学生）

・今こういう問題に陥っていてこのままだと社会が将来良くない

方向に行ってしまうからＳＤＧｓを学ぶということを知る機会を

増やしていただきたい。（高校生）

・ＳＤＧｓについて学ぶことは、これからの社会を担う子供たちにとって大切

なことです。ＳＤＧｓのことを学べる機会を増やして欲しいといった意見が

あったことを市町村教育委員会や県立学校に伝えて参ります。

【現状について】

・小中学校では、環境問題の解決のために自分たちができることに取り組んだ

り、安心して暮らせる地域づくりについて考えたりなど、環境や福祉といった

ＳＤＧｓの視点から、現代の横断的・総合的な課題について探究的に学ぶ取り

組みが行われています。

・高等学校の各教科では環境や人権などＳＤＧｓの視点にたった授業や、イン

ターンシップを通じてＳＤＧｓについて考える学習を進めています。

1-3

・総合的な学習の時間は、机上の学習だけでなく、現地に行き問

題等を自分事として実感できる仕組みの学習にしていけるとよ

い。（小学生）

・いただいたご意見について市町村教育委員会に伝えて参ります。

1-4

・（高等学校の授業）外部講師は表面的なことではなく本質的な

ところをしっかりと伝えられる人を講師に選んでいただきたい。

（一般）

・講演会や授業の外部講師については、適切な講師の選定ができるよう教頭会

やキャリア担当者会議等を通じて情報提供をして参ります。

2-1

・学校の統廃合によって学区が広域的に整理された後の地域学習

においても、子どもが住んでいる（学校から離れた）地域につい

ても学べるよう工夫が必要である。（一般・保護者）

・地域に関する学習においては、学区全体等に地域を広く捉えて、学習が深め

られるように工夫することについて、研修会等を通じて学校等に伝えて参りま

す。

2-2

・学校と地域が連携するための窓口を用意しておけば、ネット

ワークがどんどん広がり、キャリア教育的な視点で学びが展開で

きると思う。（一般・教員）

・現在、コミュニティ・スクールの推進が国の主導で進められており、県教育

委員会もコミュニティ・スクールの設置を推進し、地域と連携した充実した活

動が進められるよう市町村教育委員会や県立学校に働きかけて参ります。

【現状について】

・小中学校には、地域と連絡調整をする担当が、高等学校にはキャリア事業担

当等の教員がおかれており、この担当を中心に地域と連携した取組が進められ

ているところです。

2-3

・小学校低学年、中学年、高学年と中学校で成長のステージに合

わせた歯科保健指導の授業がある市町村とない市町村がある。市

町村によって保健教育に格差があることを危惧している。市町村

間で保健教育の格差がない方がよい。（一般・歯科衛生士）

・今後保健教育等の研修会を通じて取組の好事例等を各学校に紹介し、保健教

育の充実に努めて参ります。

【現状について】

・各学校の保健教育は、各教科や特別活動など学校教育全体を通じて行うとと

もに、各学校の健康に関する課題に応じて取り組んでいます。

2-4

・部活動の外部人材の登用について、長い目で見たら３０代、４

０代より若い人を入れ込まないといけないのかなと思うのでもっ

とＰＲを。（一般）

・今後県では、外部指導者に関する情報などについてホームページの充実を図

るとともに、県内の学生等若い世代から協力が得られるよう、大学等と連携を

図りながら、「部活動指導員任用事業」や「運動部活動外部指導者派遣事業」

の概要などを周知して参ります。

【現状について】

・部活動における外部人材の活用については、「部活動指導員任用事業」や

「運動部活動外部指導者派遣事業」において、これらの事業を希望する学校等

が任用条件を踏まえたうえで指導者を確保しています。

2-5
・市町村によって高校入試の目安のテストが異なる実状があるの

で疑問がある。（中学生）

・いただいたご意見について市町村教育委員会に伝えて参ります。

【現状について】

・各市町村で実施している中学校３年生を対象とした進路指導の参考となる試

験については、各市町村教育委員会が判断しています。

【分科会１　郷土への愛情や誇りを育むための郷土学習の推進について】

【分科会２　地域との連携について】



第１ 教育委員会の活動状況 

 

9 

 

３ その他の教育委員活動状況 

 

【６月】 

日付 活動内容 出席者 

１８日 学校訪問（浅川中学校） 佐藤委員 

１８日 学校訪問（御坂東小学校） 岡部委員 

２２日 学校訪問（石和南小学校） 佐藤委員 

２５日 学校訪問（八代小学校） 岡部委員 

２９日 学校訪問（石和東小学校） 岡部委員 

 

【７月】 

日付 活動内容 出席者 

２日 学校訪問（御坂中学校） 佐藤委員 

５日 学校訪問（春日居小学校） 佐藤、岡部各委員 

   ９日 学校訪問（石和中学校） 佐藤、岡部各委員 

１５日 全国都道府県教育委員会連合会 総会 岡部委員 

２６日 新校長研修会 佐藤、岡部、松坂、長澤各委員 

 

【８月】 

日付 活動内容 出席者 

１１～ 

１３日 

教員採用検査面接試問  佐藤、岡部、松坂、長澤各委員 

 

【１０月】 

日付 活動内容 出席者 

２９日 かえで支援学校創立２０周年記念式典 佐藤委員 

 

【１１月】 

日付 活動内容 出席者 

５日 第１回総合教育会議 全委員 

１０日 令和３年度山梨県教育功労者表彰式 佐藤、岡部、松坂、長澤各委員 

２４日 １都９県教育委員会全委員協議会 全委員 

 

【１２月】 

日付 活動内容 出席者 

２０日 一日教育委員会（教育懇談会） 佐藤、岡部、小澤、松坂各委員 
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【令和４年１月】 

日付 活動内容 出席者 

６～ 

７日 

令和４年度採用校長面接試問 佐藤、岡部、松坂各委員 

１２～ 

１４日 

令和４年度採用教頭・主幹教諭面接試問 佐藤、岡部、松坂各委員 

３１日 全国都道府県教育委員会連合会 総会 佐藤委員 

※ ６月、７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、学校現場の状況を把握する中で、課題解決に向

けた取組に反映しました。 
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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。 

 令和３年９月には、新型コロナウイルス感染拡大等の影響を踏まえ、見直しが行われた

県政の基本方針である山梨県総合計画との整合性を図るため、山梨県教育振興基本計

画の改定を行いました。 
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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 
 
 



第２「山梨県教育振興基本計画」について 
 

 

15 

 

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・パラリンピック交流等支援事業費補助金

【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
　・地域スポーツ推進人材育成・派遣事業
　・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
　・消費者教育教職員研修

【私学・科学振興課】
　・いじめ問題調査会運営費

【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
　・小中学校生徒指導主事（主任）研修会開催費
　・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
　・深い学びの実現に向けたICT活用推進事業
　・教育課程研究費
　・やまなし道徳教育推進事業
　・情報化社会に生きる読解力・記述力育成事業費
　・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
　・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

【高校教育課】
　・学び・やり甲斐・ACTIVEプロジェクト
　・「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
　・生徒指導主事連絡会議
　・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

（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

施　策　項　目 事 業 名

山梨県教育振興基本計画の施策体系（令和3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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　・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

【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

【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
　・青少年の非行・被害防止推進事業
　・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
　・しなやかな心の育成（家族で心も体もウォームアップ運動）
　・しなやかな心の育成フォーラム
　・がん教育指導者研修会

【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
　・私立学校運営費補助金（専修学校・各種学校）
　・若者海外留学体験人材育成事業費
　・標準運営費交付金・特定運営費交付金

【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

　　　育成

（２）キャリア教育の推進

（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

（１）グローバルに活躍する人材の
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　・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

　　　人材の育成 　・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
　・文化資源高付加価値化促進事業
　・山梨県文化芸術活動支援事業費

【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）
　・情報化に生きる読解力・記述力育成事業費（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
　・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）
　・大村智自然科学賞表彰事業費

　　　人材の育成 　・工業系高校生基幹産業担い手育成事業
　・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
　・学び・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

【高校改革・特別支援教育課】
　・高等学校職業教育ビジョン推進事業

【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）

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】

　・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）

（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

（５）スポーツ・文化芸術分野の

【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

（１）家庭・地域の教育力の向上
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　・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】
　・生涯スポーツ振興費
　・指導者養成研修

【県民安全協働課】
　・消費生活地域講座委託事業（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
　・文化財保存活用大綱策定費
　・史跡甲府城跡保存活用計画策定費
　・史跡甲府城跡整備基本計画策定費

【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）
　・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）
　・子どもの体力向上推進事業費（再掲）

　　　するための学びの推進

（２）よりよい地域作りに向けた
　　　学びの推進

【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

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

（２）学校・家庭・地域との連携・

　　　　 協働の推進
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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）
　・障害者スポーツ用具貸出整備事業
　・全国障害者スポーツ大会派遣費補助金

【私学・科学振興課】
　・私立学校運営費補助金（専修学校・各種学校）（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
　・舞台発表鑑賞会開催費
　・アール・ブリュット企画展開催費
　・アール・ブリュット等文化芸術活動支援事業
　・いえなか美術館開催費

【産業人材育成課】
　・在職者訓練費（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
　・私立高等学校就学支援金交付事業費（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事務費補助金
　・私立学校教職員退職資金造成費補助金
　・私立学校運営費補助金（小学校・中学校・高等学校）（再掲）

【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）

　　　体制の充実
【総務課】
　・教員の働き方改革に関する取り組み

【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

（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

質の高い教育のための環境整備に努めます

施　策　項　目 事 業 名

（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

【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
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【義務教育課】
　・少人数教育関連施策
　・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
　・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】
　・学び・やり甲斐・ACTIVEプロジェクト（再掲）

　　　環境の整備 　・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

【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）

基本方針２

【私学・科学振興課】
　・私立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
　・私立高等学校入学準備サポート事業費
　・私立高等学校等奨学給付金
　・私立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・生活支援事業費

　 　・やまなし子どもの貧困対策推進連絡会議等の実施

【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）
　・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】
　・学び・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）
　・定時制課程等修学奨励費

（２）多様性を包み込む教育の推進

【基本目標Ⅲ】　だれもが安心して学べる教育環境の整備

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

（１）全ての子供の教育機会を
　　　保障する支援

（３）ＩＣＴ活用のための基盤整備

（４）安全・安心で質の高い教育
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【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）
　・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
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３「山梨県教育振興基本計画」の進捗状況 

 

（１）進捗状況の点検 

令和３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３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５４項目の進捗状況について、５年計画の３年目末 

時点の評価を行うため、進捗率６０％を基準に評価します。 

※「○」:６０％以上、「△」:４０％以上～６０％未満、「×」:４０％未満 

 

 （４）主な項目の進捗状況 

①進捗率の高いもの                  R5 目標値    R３実績値 

  朝食の摂取状況（中学・男子）             4.6％     4.4%  

特別支援教育の研修会を受けた割合（高校）        80.0%       99.4% 

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％      93.1％ 

②進捗率の低いもの                              R5 目標値    R３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%        93.5% 

特別支援学校高等部で一般就労した生徒の割合          35.0%      22.0％ 

生涯学習推進センターの利用者数                   30,000 人   19,264 人 

○ △ × 未公表 合計

　基本方針１ バランスのとれた知・徳・体を育成します 3 1 13 0 17

　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 5 0 4 0 9

　基本方針３ 学校・家庭・地域による教育を推進します 3 0 1 0 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 4 0 4

　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 8 3 4 0 15

　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

22

40.7％

4

7.4％

28

51.9％

0 54

37.1 ％

■基本目標Ⅲ　だれもが安心して学べる教育環境の整備

合計

基本目標・基本方針内容
成果指標の進捗状況(令和3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
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第３ 教育行政の施策・事務事業評価 

 

１ 評価の概要 

(1)  趣旨 

限られた財源や人材で、複雑多様化する県民ニーズに的確に対応しながら持続

可能な県政運営を行っていくためには、時代の変化に伴う行財政運営の不断の見

直しが必要です。 

そのために、教育委員会が実施する事務事業の必要性や効率性の観点から点検

を行うのみではなく、事務事業の施策への寄与度に着目し、県政の基本方針であ

る山梨県総合計画が掲げる「施策の目指す姿」を着実に推進していく観点から、

施策・事務事業評価を一体的に実施しました。 

これにより、政策効果の乏しい歳出を削減し、政策効果の高い歳出に再配分す

るなど「選択と集中」を徹底し、効果的かつ効率的な事業の推進と成果を重視し

た県政運営の実現を図ります。 

 

(2)  実施方法 

総合計画の「基本理念実現のための政策体系」に沿った施策・事務事業の一体

的な評価を実施 

① 総合計画アクションプランに掲載された施策の成果や進捗を評価する「施

策評価」 

② 施策実施の手段となる事務事業についての必要性、効率性等を評価する「事

務事業評価」 

 

(3)  評価対象 

施 策 評 価：総合計画アクションプランのうち「基本理念実現に向けた政策体

系」に掲載の全１６７施策 

 ※「行財政改革の取り組み」は含まない。 

 ※令和３年度施策評価においては、令和３年６月議会で議決され

た「山梨県総合計画 2021 改定版」の内容については考慮して

おりません。 

  事務事業評価：令和３年度に実施しており、施策の「具体的な事業」に連なると

部局が判断した事業 

 

(4)  評価方法 

施 策 評 価 ：「令和３年度山梨県総合計画施策に係る評価書」により施策の成

果等を評価します。 

事務事業評価：「令和３年度事務事業評価シート」により事務事業の必要性、効

率性等を評価します。 
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２ 評価結果 

(1)  教育委員会における評価の実施結果 

   ４４事業について施策推進への寄与度の評価を実施し、うち１２事業を改善の

余地がある事業としました。 

 

(2)  予算要求への反映 

   改善の余地があるとされた１２事業のうち２事業について「他事業との統合」、

８事業について「実施方法等の変更」、残る２事業を「現行どおり」と整理し、

令和４年度当初予算要求へ反映させました。 
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第４ 令和３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 

 

令和３年度の教育委員会の活動状況として、定例会を１６回、臨時会を５回と高い頻度

で開催され、数多くの重要議案を審議されるとともに、一日教育委員会（教育懇談会）・学

校訪問・校長研修会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「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

点検・評価の実施は非常に重要であります。 

令和３年度においては、新型コロナウィルス感染予防への対応のため、多くの取組が制

限され、結果として進捗状況が４０％未満に止まっている取組がみられますが、今後の事

業推進方針の検討が丁寧になされているものと評価します。 

今後も、計画実現に向けたより効果的な事業推進を期待します。 

 

 

公立大学法人山梨県立大学 人間福祉学部 教授 池田充裕 

 

昨年度も新型コロナウィルス感染症の波が止まない中、通常の定例会等の審議とともに、

地域との教育懇談会や学校訪問等を積極的に実施し、郷土学習の推進や部活動への外部人

材の登用といった今日的課題について検証を重ねており、高く評価いたします。 

令和３年度に実施された５４事業の点検評価の結果では、新型コロナウィルス感染症の影

響により、多くの事業が中止・延期・縮小となり、４０％未満の未達の項目の割合が増え

てしまったことは残念ですが、子どもたちの健康・生命が何よりも優先されるべき状況で

すので、やむをえないことであったと考えます。そのような中でも、オンラインを活用し

た事業や教職員を対象とした研修活動、またコミュニティ・スクール等地域・家庭との連

携・協働に関する事業では着実な進展が見られました。実施可能な領域において工夫を重

ね、着実に施策を遂行したことに敬意を表したいと思います。 

 



教育委員一覧（Ｒ４．３現在） 

 

 

R3年度

職名 任期 年齢 住所地 備考

教育長 三井
    みつい

　孝夫
   たかお

R3.4.1
～

R4.3.31
60 甲斐市 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
67 山梨市

山梨学院短期大学
保育科特任教授

1期

教育長
職　務
代理者

岡部
おかべ

　和子
かずこ

R1.7.25
～

R5.7.24
71 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

R4.3.29
～

R8.3.28

※再任

64 甲州市

㈱塩山製作所
代表取締役社長

2期
（1期：前任の残任期間

　　R2.2.17～
    R4.3.25）

教育
委員 小澤

おざわ

　幸子
さちこ

R2.7.13
～

R6.7.12
47 山梨市

医師
（ハイチ友の会

代表）

1期

教育
委員 長澤

ながさわ

　重俊
しげとし

R3.3.29
～

R7.3.28
55

南巨摩郡
富士川町

㈱はくばく
代表取締役社長

1期

※年齢については、R4.4.1時点。

氏名

山梨県教育委員


