
令和元年度事業 池田町教育行政点検・評価報告書  

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 26条第 1項の規定により、令和元

年度における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点

検・評価を実施しましたので、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

点検・評価項目 

① 教育行政遂行のため、教育委員会の開催及び教育長を中心とした教育行政の遂

行に関すること 

② 第 2次教育大綱の策定に関すること 

③ 就学援助に関すること 

④ 学校施設改修事業の実施に関すること 

⑤ 文化財管理施設・教育委員会事務室改修事業の実施に関すること 

⑥ 浅原六朗文学記念館の管理運営に関すること 

⑦ 小中学校への教育支援員等の人員配置に関すること 

⑧ 保育認定事業に関すること 

⑨ 保育園運営事業に関すること 

⑩ 保育園施設管理に関すること 

⑪ 池田児童センター・会染児童クラブに関すること 

⑫ 放課後子ども教室の利用状況に関すること 

⑬ 地域交流センター等建設事業に関すること 

⑭ 地域交流センター利用状況に関すること 

⑮ 新池田学問所に関すること 

⑯ 青少年健全育成に関すること 

⑰ 新図書館開館に関すること 

⑱ 図書資料の選書及び収集、除籍に関すること 

⑲ 図書館の利用状況に関すること 

⑳ 美術館に関すること 

㉑ 創造館に関すること 

㉒ クラフトパークに関すること 

㉓ 総合体育館に関すること 

 



点検項目① 教育行政遂行のため、教育委員会の開催及び教育長を中心とした教育

行政の遂行に関すること 

評   価    定期的な教育委員会の開催により、学校教育並びに社会教育の基本

方針等を決定し、遂行した。今後も国や県、近隣市町村の教育行政の

動向など最新の教育情報の把握に努めながら、教育行政の遂行に努力

してほしい。 

・定例教育委員会開催 月１回 

・臨時教育委員会開催   1回 

令和元年度 定例・臨時教育委員会の会議状況 

開催期日 会議の主な内容等 

4月 1日 

（臨時会） 

教育長職務代理者の指名 

 

4月 19日 

（定例会） 

 

池田町学びの郷活性化委員会委員の委嘱について 

池田町教育委員会就学支援委員会委員の委嘱について 

池田町教育行政評価委員の委嘱について 

池田町放課後子ども総合プラン運営委員の委嘱について 

池田町社会教育委員の委嘱について 

池田町公民館運営審議会委員の委嘱について 

教育大綱の改訂について 

記念館の管理方法について 

5月 17日 

（定例会） 

教育委員の辞職に対する同意について 

平成 31年度 6月補正について 

池田町図書館協議会委員の委嘱について 

池田町町立美術館運営協議会委員の委嘱について 

あづみ野池田クラフトパーク運営協議会委員の委嘱につい

て 

池田町人権教育推進協議会委員の委嘱について 

池田町青少年育成町民会議理事の委嘱について 

浅原六朗文学記念館協議会委員の委嘱について 

池田町放課後子ども総合プラン運営委員の委嘱について 



令和元年度 池田町第１回総合教育会議の開催について 

6月 20日 

（定例会） 

 

浅原六朗文学記念館協議会委員の委嘱について 

令和元年度就学援助者の認定について 

6月議会定例会一般質問審議内容について 

次期教育大綱の策定について 

指定校変更について 

海外居住児童の体験入学の受け入れについて 

文化財指定の申請について 

7月 18日 

（定例会） 

令和 2年度使用小学校用教科書の採択について 

令和 2年度使用中学校用教科書の採択について 

次期教育大綱（素々案）について 

第 2回総合教育会議について 

教育大綱町民懇談会とパブリックコメントの日程について 

海外居住児童の体験入学の受け入れについて 

令和元年度成人式について 

8月 23日 

（定例会） 

平成 30年度事業 池田町教育行政点検・評価報告について 

池田町教育委員会等の公印規則の一部を改正する規則の制定

について 

池田町文化財の指定について 

池田町公共施設使用料徴収条例の一部を改正する条例の制定

について 

平成 31年度９月補正について 

次期教育大綱について 

区域外就学の許可について 

私立高校に対する公費助成をお願いする陳情書について 

9月 26日 

（定例会） 

池田町保育等利用者負担徴収規則の一部を改正する規則の 

制定について 

池田町認可外保育施設児童処遇向上事業補助金交付要綱の 

一部を改正する要綱の制定について 

池田町文化財保護委員会委員の委嘱について 

9月議会定例会一般質問審議内容について 

区域外就学の許可について 

次期教育大綱について 

10月 17日 

（定例会） 

池田町人権教育推進協議会委員の委嘱について  

区域外就学の許可について 

次期教育大綱について 



池田町三校 PTA 連合会教育懇談会の要望事項について 

11月 21日 

（定例会） 

池田町スポーツ推進委員の委嘱について  

平成 31年度 12月補正について 

令和元年度就学援助者の認定について 

次期教育大綱について 

12月 20日 

（定例会） 

池田町第２次教育大綱の策定について 

区域外就学の許可について 

12月議会定例会一般質問審議内容について 

公立美術館における高校生以下の入場料無料化について 

美術館観覧料超過分の配分について 

1月 16日 

（定例会） 

令和元年度就学援助者の認定について 

教育長資料について 

令和2年度関東甲信越静市町村教育委員会連合会総会及び研

修会について 

2月 21日 

（定例会） 

令和元年度一般会計補正予算について 

令和 2年度一般会計予算について 

令和元年度就学援助者の認定について 

区域外就学の許可について 

北アルプス展望美術館入館料無料期間設定について 

3月 19日 

（定例会） 

学校教職員の異動について 

池田町教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則の制

定について 

池田町第 3子以降保育等利用者負担無料化事業実施要綱の一

部を改正する要綱の制定について 

池田町認定こども園の管理及び運営に関する規則の一部を改

正する規則の制定について 

池田町認可外保育施設児童処遇向上事業補助金交付要綱の

一部を改正する要綱の制定について 

池田町子ども・子育て支援法施行細則を制定する細則の制定に

ついて 

3月議会一般質問審議内容について 

指定校変更について 

          



点検項目②  第 2次教育大綱の策定に関すること 

評   価     令和元年度から令和 15 年度までを運用期間とする池田町第２次教

育大綱を策定した。総合教育会議及び町民懇談会を開催し町民の意見

集約を図った。今後は、教育長を中心に基本理念である「子どもがまん

なか 未来を拓く ひとづくり」を軸に、大綱の普及推進にいっそう尽力し

なければならない。 

       ・総合教育会議開催 3回（前年度 1回） 

                     開催日 5月 23日、7月 24日、1月 29日 

      ・町民懇談会開催   3回（前年度 0回） 

                    開催日 10月 8日、10月 10日、11月 9日 

 

点検項目③  就学援助に関すること 

評   価      対象者となる準要保護者の経済的負担の軽減を行った。小学 6 年

生に中学生分の新入学学用品費を前倒し支給、小学新 1 年生に小学

生分の新入学学用品費の前倒し支給を実施するなど家庭負担を考慮

している。 

       ・準要保護者数 83名（前年度 90名） 

       ・援助額 5,538,029円（前年度 6,861,181円）  

 

点検項目④ 学校施設改修事業の実施に関すること 

評   価     町内小中学校 3 校の普通教室等にエアコンを設置する小中学校空

調設備設置事業を実施し、国庫補助（ブロック塀・冷房設備対応臨時特

例交付金・繰越事業）を受けながら、令和元年度末までに工事を完了す

ることができた。 



          小中学校においては空調設備を適正かつ有効に活用を進めてほし

い。 

          各校の施設の維持管理は用務員も各校 1 名配置し、施設の良好な

維持管理と安全対策に努めているが、施設老朽化が進んでおり、突発

的な施設設備の破損修理の対応にも備えられたい。児童生徒へ安心安

全な環境を提供するためにも、今後とも注視していく必要がある。 

（小中学校空調設備設置事業概要） 

・池田小学校  工事請負費 69,960,000円  

            設置部屋数 31部屋  室内機 38台、室外機 32台設置 

キュービクル増設  

・会染小学校  工事請負費 63,800,000円 

            設置部屋数 27部屋  室内機 36台、室外機 33台設置  

キュービクル増設 

・高瀬中学校  工事請負費 94,600,000円 

            設置部屋数 37部屋  室内機 55台、室外機 42台設置  

キュービクル増設 

        ・修繕料  池田小学校 1,408,586円（前年度 3,053,734円） 

               会染小学校 2,548,924円（前年度  831,270円） 

               高瀬中学校  974,644円（前年度  799,554円） 

 

点検項目⑤ 文化財管理施設・教育委員会事務室改修事業の実施に関すること 

評   価     旧町図書館 1 階を文化財管理施設に、2 階を教育委員会事務室に

改修した。特に文化財管理施設については、にぎわい創出や観光振

興､歴史と文化を伝え郷土愛を深める拠点として、文化財の保護と活用



を含めた施設運営をめざしていかなければならない。 

（改修事業概要） 

・工事請負費 23,870,000円 

1階工事実施面積 214㎡  

造付展示棚、ガラス展示ケース設置、空調設置、間仕切りアルミパ

ーテーション設置 

2階工事実施面積 182㎡ 

空調設置、照明器具設置、書架移設   

 

点検項目⑥ 浅原六朗文学記念館の管理運営に関すること 

評   価     池田町は「てるてるぼうずの里」と言われ久しいが、来館者数が年々

減少している。隣接する文化財管理施設とも連携しながら、来館者数

の増加に努められたい。 

・来館者数 418人（前年度 560人） 

  ※平成 29年度 692人、平成 28年度 650人、平成 27年度 972人 

 

点検項目⑦ 小中学校への教育支援員等の人員配置に関すること 

評   価    小学校 2 校には教育支援員を各 4 名、中学校には教科講師を 3 名

配置した。また、読書活動の充実として各校に図書館司書をそれぞれ 1

名配置している。引き続き児童⽣徒に対し学習活動上のサポート等を

行うための体制を継続されたい。 

なお、学校司書と町図書館司書との相互間で異動を定期的・積極的

に行われたい。 

        ・教育支援員配置数    各校 4名（前年度各校 4名） 



        ・中学校教科講師配置数 3名（前年度 3名） 

        ・学校図書館司書配置数 各校 1名（前年度各校 1名） 

        ・学校図書館における購入図書数 

          池田小学校 419冊（前年度 537冊） 

          会染小学校 554冊（前年度 576冊） 

          高瀬中学校 588冊（前年度 522冊） 

 

点検項目⑧ 保育認定事業に関すること 

評   価     10月から３歳以上園児の幼児教育無償化がスタートした。３歳未満児

は住民税非課税世帯が対象となる。町独自の経済的負担軽減施策とし

て副食費（おかず・おやつ等）の費用は、制度上は保護者負担である

が免除とした。また、無償化開始に伴い、認可外保育施設に通う新２号、

新３号認定園児を対象として施設等利用給付費を給付した。 

          ・対象者 2号認定 5名   3号認定 1名（入園施設４施設）  

・施設等利用給付費 948,950円 

・保育料・延長保育料の収納状況については、令和元年度分も全額納

付されている。現年分の滞納繰越はない状況である 

 

点検項目⑨ 保育園運営事業に関すること 

評   価     看護師の配置は前年同様、池田保育園０名、会染保育園１名である。

保育の質を確保するため、各園に配置する必要があると考える。 

なお、日本スポーツ振興センターの給付対象件数は５件と減少して

おり、園児の健康・安全に目配りできる体制は整えられている。 

          ・日本スポーツ振興センター給付対象件数  5件（前年度 21件） 



 

点検項目⑩ 保育園施設管理に関すること 

評   価     池田保育園の修繕料が増加している。建設してまだ間もない施設で

あるので、適正な施設管理を行うこと。また遊戯室のエアコン設置工事を

実施したが、その他の部屋についても積極的に設置を進められたい。 

・池田保育園施設修繕料 1,182,366円（前年度 133,920円） 

        ・会染保育園施設修繕料  909,460円（前年度 460,709円） 

        ・遊戯室エアコン設置工事  

池田保育園 工事請負費 3,102,000円  

既存暖房機３台撤去、床置型エアコン 3台設置 

会染保育園  工事請負費 6,538,000円 

               壁掛型エアコン３台設置、屋外機基礎工事、電気設備

工事、空調及び配管設備工事 

 

点検項目⑪ 池田児童センター・会染児童クラブに関すること 

評    価     就労などにより、放課後保護者が家庭にいない児童の生活及び遊

びの場を提供し、自主性、社会性、創造性の向上や基本的生活習慣

の取得のための育成支援を行った。 

         ・開館日数   池田児童センター 235日（前年度 237日） 

                   会染児童クラブ   285日（前年度 287日） 

         ・登録児童数 池田児童センター  90人（前年度 83人） 

                   会染児童クラブ   113人（前年度 106人） 

 

点検項目⑫ 放課後子ども教室の利用状況に関すること 



評   価     誰でもが利用できる安心安全の場を提供し、友達や異年齢での関わり、 

地域の方との交流などを通し遊びの幅を広げ自主的な活動をサポート

した。もっと利活用されるよう企画の充実を図りたい。    

・開館日数  池田放課後子ども教室 47日（前年度 53日） 

                 会染放課後子ども教室 47日（前年度 51日） 

        ・登録児数  池田放課後子ども教室 31人（前年度 30人） 

                 会染放課後子ども教室 28人（前年度 27人） 

 

点検項目⑬ 地域交流センター等建設事業に関すること 

評   価      約 360 人収容可能なホール、蔵書数 7 万冊の図書館、学習室、キッ

ズルームなど公民館機能及び図書館機能を兼ね備えた交流センター

「かえで」がオープンした。多様な世代の町民が気軽に集いくつろげる

居場所となっている。 

・建物構造等   鉄筋コンクリート造地上 2階建て    

延床面積     2,264.11㎡   敷地面積  7,621.49㎡   

着工日  平成 29年 12月 29日  

竣工日  令和元年 7月 23日  

竣工式  令和元年 8月 31日     

・付帯工事を含む事業費の内訳（平成 27年度～令和元年度）      

工事請負費             1,062,212,487円 

   調査・測量・設計委託料      50,640,120円 

   工事監理業務委託料         20,088,000円 

   土地購入費                100,847,161円 

   補償料                      7,670,100円 



   備品購入費                 46,806,042円 

   その他・諸費用               3,378,479円 

                       (計） 1,291,642,389円 

 

点検項目⑭ 地域交流センター利用状況に関すること 

評   価     社会教育事業の拠点施設として町民の期待は大きい。利用者も旧公

民館と比較ではあるが、増加傾向である。周辺の環境整備にも力を入

れながら、その期待に応えてほしい。 

・利用者合計 60,937人（図書館含む）   

（参考） 平成 30年度旧公民館年間利用者数 15,435人  

 

点検項目⑮ 新池田学問所に関すること 

評   価      「基本理念 楽しさ発見・なかま発見・ふるさと発見」。みのり塾等の講

座数を絞り、その分、内容を濃く充実させた。今後は、その内容を随時検

討しながら、住民の意向を察知し、企画立案していかなければならない。 

         ・開催講座数 ６講座（前年度 10講座） 

・総開催回数 59回（前年度 88回） 

・総参加者数 1,918人（前年度 2,268人） 

           

点検項目⑯ 青少年健全育成に関すること 

評   価     協議会関係者等の精力的な活動に感謝したい。 

・青少年育成町民会議理事会開催 （6月 4日）   

     ・青少年育成町民運動推進大会・三校 PTA連合会講演会(11月 3日) 

      （三校 PTA連合会共催）      



     ・街頭啓発活動(7・11月)、環境浄化啓発活動(町内店舗・飲食店 22軒 

  巡回・11月実施) 

          ・夜間巡回活動（池田八幡神社祭典パトロール 9月 23日）  

      巡回活動を通じ「大人が意識して子どもたちを見守る姿」を見せ、子ど  

     もたちの自制心をよび起こし問題行動へのブレーキをかけることができ

た（PTA・学校・町民会議理事 62名参加）。  

・池田町子ども会育成会連絡協議会開催（4月 23日）   

育成会活動費交付金 【30地区】468,400円  

（前年度 30地区 477,600円）  

       地区均等割 7,000円／地区  児童・生徒 400円／人  

 

点検項目⑰ 新図書館開館に関すること 

評   価    新図書館への移転作業を行い開館に向けて準備を進めた。 

開館記念として｢しおり｣を配布した。高瀬中学校図書委員及び美術 

部が作成し、色塗り等全校生徒ほか小学生等多数が関わった。 

        ・5月 6日～10月24日を休館とし町民共助による作業（除籍、蔵書整理、

梱包補助、蔵書点検ほか）を進め開館準備作業を行った。  

・蔵書の移転作業委託    

委託先 日本通運（株）  委託額 4,860,000円 

・図書館管理システム移転  

委託先 アネックスインフォメーション（株） 委託額 299,160円 

・新図書館プレオープン   10月 25日      

・新図書館グランドオープン 11月 3日     

 



点検項目⑱ 図書資料の選書及び収集、除籍に関すること  

評    価    蔵書の特色づくりを推進して、魅力ある蔵書の構築と図書館資料の拡

充をさらに図られたい。 

         ・受入図書資料     3,278冊 (前年度 3,287冊） 

            購入図書資料  2,787冊 （前年度 2,951冊）    

※書籍「絵本 たてる」ほか  3,999,899円（前年度 3,999,934円）  

※雑誌「ＮＨＫきょうの料理」ほか 28種 

        新聞「信濃毎日新聞朝刊」 ほか 5種    

  紙芝居「すっすっはっはっしんこきゅう」ほか 27冊   

579,650円（前年度 505,877円）     

寄贈図書資料 491冊（前年度 336冊）     

・除籍図書資料(雑誌含む) 5,603冊 (前年度 2,473冊）   

・年度末蔵書数 71,357冊（前年度末 73,688冊） 

 

点検項目⑲ 図書館の利用状況に関すること 

評    価     新規登録者数が大幅に増えた。貸出冊数及び貸出人数も 1日平均 

にすると増加している。 

 ・開館日数  142日(前年度 299日)    

・登録者数 2,675人(前年度 2,761人)     

           新規登録者数 470人（前年度 156人)  

・利用状況 年間貸出冊数 29,540冊(前年度 40,510冊)   

1日平均 208冊（前年度 136冊）   

            年間貸出人数 6,619人(前年度 8,930人)  

1日平均 47人（前年度 30人）   



 

点検項目⑳ 美術館に関すること 

評   価      指定管理者制度により、より効果的な事業運営に努めているが、経

年劣化等に伴う施設修繕の修繕料が増加している。維持管理には多

大な金額がかかるため、計画的な施設管理が必要である。 

            喫茶コーナーを復活してほしい。収入増にも一役買うのではと考える。 

          好評であったＦＯＯＤ ＳＡＭＰＬＥ展のような企画展をまた開催してほし

い。 

         ・指定管理料   22,587,650円    

・指定管理者  シダックス大新東ヒューマンサービス㈱  

（契約期間：平成 30年度～令和 4年度の 5年間） 

        ・展覧会の開催  8展（前年度 7展）  

         ・入館者数    14,202人（前年度 24,688人） 

         ・入館料      4,909,782円（前年度 10,589,470円） 

         ・販売額      3,200,023円（前年度 4,931,109円）    

・施設設備料  5,668,300円（前年度 4,053,953円） 

 

点検項目㉑ 創造館に関すること 

評   価     館長（職員１名)とシルバー人材センターより施設管理委託１名で運営 

しているが、美術館同様、指定管理者制度の導入を検討してほしい。 

          クラフトパーク振興計画に基づき、東山山麓一帯の核となる施設とし 

て事業の活性化を図ることも必要である。 

         ・創造館事業概要      

            個人や団体が活動するために場所を提供し、創造館主催の教室や 



イベント等を実施した。 

      学習活動・催事等延べ利用者数 15,482人（前年度 18,593人） 

使用料収入 905,160円（前年度 930,385円）  

      第 3回クラフトパーク写生画展  入場者数 715名（前年度 656名）  

イベント・コンサート・教室・ワークショップ開催 8回（前年度 7回） 

     

点検項目㉒ クラフトパークに関すること 

評   価      シルバー人材センター委託により、芝をはじめ美しい公園管理に努

めている。トイレなど施設の老朽化が進んでいるので、適正な施設管理

に努められたい。 

           令和元年度から概ね 5 年間を運用計画としている「あづみ野池田ク

ラフトパーク振興計画」をより具体化すること。あまり前進していないよう

に感じる。 

          休憩施設使用料の未収金回収をめざすこと。 

 ・電気料  8,881,246円（前年度 8,712,597円） 

         ・施設修繕 677,966円 （前年度 2,400,231円） 

          主な修繕箇所 

            休憩施設…分電盤取付、排水ポンプ取付、排水管取替、正面玄関

床板・外側手摺取替      

            公園トイレ（北）…詰まりと便器取替、芝生内汚水蓋取替  

公園トイレ（南）…詰まり、洗面所漏水等    

美術館北から創造館への東側道路の芝生内に漏水…給水管亀裂を

取替  

         ・休憩施設（公園レストラン） 



           使用料収入 800,000円（前年度 800,000円） 

        ・電気料収入（休憩施設運営事業者から徴収）  382,537 円（前年度

389,775円） 

         ・パターゴルフ場使用料収入  158,600円（前年度 189,100円） 

         ・「癒し」を運営コンセプトとし、景色を一層楽しんでもらう工夫・演出を試

行し、創造館とクラフトパークの相互活用的な事業を実施した。（高瀬中

生徒が描くクラフトパーク写生画の展示、絵具・スケッチブックの貸出、ミ

ニ鯉のぼりづくりや公園のラベンダーを使用した草木染体験のワークシ

ョップ開催など）   

  

点検項目㉓  総合体育館に関すること 

評    価     誰もが気軽に運動ができる環境づくりのため、大かえで倶楽部（総

合型スポーツクラブ）や体育協会等のスポーツ関係団体とさらに連携

を密にして、魅力ある社会体育の取り組みを行っている。 

          競技力向上クリニックを今後も積極的に実施してほしい。 

各種体育施設の整備について適正に行われている。総合体育館

の駐車場も拡大整備され、利用者の安全・利便性が図られる。 

       スポーツ推進委員による若い女性及び 30 代～50 代男性のスポー

ツ場面の提供が行われている。 

    松本山雅ホームタウン事業を実施し、プロスポーツチームとの連携

がなされ、選手とのふれあいの機会を提供している。 

      町民球技大会は台風のため中止となった。 

          ・総合体育館年間利用者数 21,961人（前年度 25,270人） 

                  年間利用料金 910,775円（前年度 1,067,750円） 



                  管理経費 23,767,835円（前年度 10,336,683円） 

・（繰越事業）総合体育館駐車場整備  分筆登記・用地（1672.74㎡） 

                         事業費 16,424,777円 

・総合型スポーツクラブ  

20教室、305名参加（前年度 20教室、331名参加） 

・松本山雅ホームタウン事業費 344,349円（前年度 371,991円） 

       小学生をホームゲームに招待、保育園児サッカー教室及び松本山雅 

FC運動教室開催、パブリックビューイング開催 

・学校体育施設年間利用者数 27,910名（前年度 31,452名） 

        年間利用料金 323,000円（前年度 406,100円） 

・町民プール年間利用者数 837名（前年度 769名） 

・テニスコート年間利用者数 6,841名（前年度 7,987名） 

・弓道場年間利用者数 4,675名（前年度 5,385名） 

        施設年間利用料金（テニスコート・プール等施設） 

111,300円（前年度 115,000円） 

・農村広場年間利用者数 5,690名（前年度 9,084名） 

  施設年間利用料金 34,950円（前年度 65,250円） 

        主な利用      

         早起き野球リーグ戦   （月・水・金）  

         早起きソフトボールリーグ戦 （土）  

         ナイターソフトボールリーグ戦（火・金・土）  

・河川敷運動広場 

     アルプス広場  

マレットゴルフ場協力金 67,626円（前年度 105,747円） 



           施設利用者数（グラウンドのみ）460名（前年度 1,160名） 

あづみ野広場  

マレットゴルフ場協力金 130,575円（前年度 93,817円） 

           施設利用者数（グラウンドのみ）0名（前年度 260名） 

           

           

       

令和 2年 7月 28日 

                           池田町教育行政評価委員  

                                伊  藤  芳  郎 

                                矢  口  澄  子 

           

       


