
池田町教育委員会 1月定例会の概要 

 

日   時   令和 3年 1月 22日（金） 午後 3時～午後 5時 34分 

場   所   教育会館 2階会議室 

出 席 者 

 委員     竹内教育長、小澤教育長職務代理者、森泉委員、松澤委員、後藤委員 

 欠席委員  無 

事務局 学校保育課長、学校保育課長補佐、学校保育係長、池田保育園長、池田児童

クラブ長、生涯学習課長、生涯学習係長、総合体育館長、創造館長、文化財

保護推進室長、学校支援コーディネーター、学校教育指導員 

 書記  学校保育係長 

 傍聴  無 

 

 

１  報告 

（１）教育長業務報告  

・大きなイベントは行われなかった。来年度予算の査定等で忙しい月であったが、

予算もおおよそ固まった。教育委員会関係予算は思ったよりは削減されなかった

印象がある。現場の希望は 8割かなえられたと思う。ただ、もともとが十分でな

いところがあるので、厳しい状況には変わりない。池田工業高校の 100周年事業

が今年の 11 月に予定されている。各方面で準備が進められているが、私も事業

の実行委員として関わっていく。 

 

 （２）諸報告 

   ■学校 

・12月          ３校共に 保護者懇談会 

・12月 25日       ３校共に 終業式 

・12月 26日～      小学校冬休み 

・12月 29日～      中学校冬休み 

・１月５日        高瀬中 後期後半スタート 

・１月６日        池田小 ３学期始業式 

・１月６日～７日     県中スケート大会 

・１月８日        会染小 ３学期始業式 

・１月９日        アンコン安曇野大会 

・１月 14日        高瀬中新入生説明会 

 

■認定こども園 

・12月 18日両園にてクリスマス会〈サンタ役―池田－浅川教頭・会染－丸山教 



頭〉 

・12月 29日～1月３日まで年末年始休業 

・１月４・５日希望保育 約半分の出席率 

・１月 13 日まゆだま作り 今年度は、老人クラブとの交流をせずに園内で行う。 

・１月 25日池田・26日会染の一日入園 

 

■池田児童クラブ・会染児童センター 

・12月 19日～ 「創造館わくわく飾ろう！クリスマスツリー」事業への参加。 

          池田・会染両児童クラブの児童の作品をツリーに飾り公開する 

・１月８日   会染児童クラブ職員研修  講師：スクラムネット安藤千栄子 

氏 

・１月 12日～ 新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、児童センター自由

解放 

わんぱく広場等（未就園児）をしばらくの間閉館とする。児童

クラブは通常通り開館する。 

新たに行った感染対策としてビニールシート、パーテーション

等の飛沫対策、非接触型体温計での検温（児童・保護者） 

・１月 14日   児童センター・クラブ・放課後子ども教室職員懇談会 

        10時～ 池田児童クラブ集会室 職員 16名参加  

・放課後子ども教室、おはなし＆ちょこっとあそぼう会、わくわく会は通常通り 

開催。 

 

■文化財・記念館 

・１月 26日(火)～２月末  

新型コロナウイルス感染予防対策として記念館及 び文化財展示室を予約制 

とする。予約は平日は３日前まで、土・日曜日は１週間前まで 

・子どもがつくる詩・短歌・俳句  

応募〆切：１月 31日(火) 本年度より大人の部(短歌・俳句)を新設。 

 

■公民館 

・12月 19日 ふるさとチャレンジ塾 オリジナル消しゴムはんこ 

・12月 24日 みのり塾 相続問題 

・12月 18日 ポレポレ塾 たのしいクリスマス☆ 

・１月 14日 （中止）みのり塾 SDGs講座 

・１月 16日 （中止）ふるさとチャレンジ塾 池田つむぐプロジェクト 

・１月 15日 （中止）ポレポレ塾 おはなしのくに 

・１月 11日～25日 交流センター 貸館なし、フリーススペース利用不可 

 



■図書館 

・12月 19日 おはなしでてこ～い！！Xmas（＆町図書クラブ・会員出演）10

組参加 

・12月 27日まで ガチャ読開催  

・12月 28日～1月４日 年末年始休館 

・１月 5日～9日 お年玉福本袋開始 こども用（3冊）・大人用（2冊） 

 各 10セット配本 

・１月 5日～17日 がちゃ読お年玉の引換え 

・１月 12日 利用制限（滞在 1時間）25日まで 

・１月 13日 会染小放課後こども教室来館 

 

■クラフトパーク 

・12 月 19 日～25 日 児童クラブと児童センターの協力による児童 62 名が作った

クリスマス飾りを町民の方から頂いたクリスマスツリーに

飾り、創造館ロビーに展示。 

・１月 ７日～     「早春のスタインウェイ公募コンサート」参加者の申込受付

開始。 

 

 

■総合体育館 

・１月１日 元旦マラソン 体協陸上クラブ主催 約５０名の参加 

 

     ■その他 

    ・休館になっている教育委員会関係施設は、今後感染者が出なければ来週 25 日の

課長会議で決定となるが、26日から貸館を再開することになる 

     

 

２  ２月の行事予定について 

   ・行事等について、教育長、各係長等より説明があった。1月 27日教育大綱町民懇

談会が中止となった 

    － 2月 13日、27日開催予定の町文化施設町民ワークショップとは。 － 

美術館の今後をどうするか、クラフトパーク、交流センター等の運営方法等を議 

論する場として設定したが、コロナ禍の中、延期となった。記載を削除してくだ

さい 

      ・コロナによる交流センター等の文化施設の利用制限として、今後、再度町の方針

として休館とする対応となった場合、従前に貸館予約を受けているものについて

は認め、新規の受付は認めないこととしたい。 

 



３  議事 

議案第 1号 池田町学びの郷活性化委員会委員の委嘱について 

→ 学校保育課長補佐より説明。異議なく承認された。 

 

議案第２号 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 

→ 池田児童クラブ長より説明。異議なく承認された。 

 

 

４  協議事項 

（１）子どもがまんなか教育大綱 保小中 15 年プラン具現化のための令和 3 年度に向け

た取り組み方針 

   →  教育長より説明。「保小中 15年プラン」具現化のため、令和 3年度に向けた取

り組み方針を示した。残りわずかであるが令和 2年度は「ピンチをチャンスに変

えるチャレンジの一年」をテーマに GIGA スクール構想の推進を図る。令和 3 年

度は「子どもも大人も楽しさも最優先の一年」をテーマに、①教育委員会内の連

携推進（会議趣旨確認、要綱等整備）、②教育大綱町民懇談会の展望を描く、③教

育予算の獲得（発掘）に関する施策を具現化していく。①は生涯学習課との連携

強化及び事業推進のための会議を新設する、②は教育大綱への町民の関心を高め、

地域の支援力を高める、③はふるさと納税の活用、寄付集め、施設広告等の施策

を検討していきたい。また、2月 11日には、大綱について町民との共通理解を深

めるため、秋山校長と教育長で高瀬中学校のチャレンジレポートを企画している。 

     － クロームブックは個人所有か。－ 貸与である。 － 校内 LAN 整備はい

つ完了か。 － 年度内の完了をめざしていたが、今年 7 月まで工期が延

長となる見込み。工事が全国的に集中し人材・部材が不足している状況の

ため。パソコン教室や交流センターの活用も視野に入れる。 － 家庭に

持ち帰って使うのか。 － 基本は授業での使用。将来的には持ち帰りを

想定している。まずは教職員の研修を重ね、子どもたちがスムーズに使え

るようにしたい。 － 来年度の施策にコロナに対する考え・見解をもっ

と表現していいのでは。コロナを直視できる、現実を直視できる、困難に

立ち向かっていける子どもたちになってほしい。 － 会議同士の連携を

進めてほしい。 － 子どもがまん中という共通のキーワードが町民に浸

透しているように感じる。 － 共有をさらに深め、施策に色んなアイデ

アをいただきたい。－「子どもも大人も楽しさも最優先の一年」のテーマ

が前向きでよい。 － 楽しいということが、生きる原動力となる。 － 

いいところをほめる、その子の本来持っている力を肯定的にとらえる、い

い姿を探り出すことが大事。 － 第 3 回目の教育大綱町民懇談会のテー

マ、様々な問題があるが「へんだよ」という否定的なネーミングはどうか。 

－ テーマの表現は確認する。 － タイトルがセンセーショナルで注目



も集まるからいいネーミングでは。まずは注目してもらうことが大事。 

 

 

５ 後援依頼について 

今回は申請なしであった 

 

 

６ その他 

（１）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 

  → 学校教育指導員より説明。  

    －町民の多くが不登校者数が多いと感じている。ケアをその都度しているのか。

分析をして対応の仕方を学校・教育委員会が共同で役割を担っていく必要があ

る。－ 校園長会では個別に協議している。情報共有が何より必要。不登校支

援にどのような関わりをしていくのか、関係機関との懇談の場の設置も検討し

たい。 

 （２）意見交換 

      －あいさつ運動の推進。あいさつとは何か原点を見つめるいい機会。教育会館の 

有効利用を考えたい。 － 自治会で活躍する人を学校活動に絡めることはで

きないか。講師になってもらい授業に参加していただく。貴重な人材と思う。

－あいさつ運動は「やらされ感」が強いのでは。強制ではついてこない。実施

方法等を学びの郷活性化委員会で検討する。 － 大人同士があいさつする姿

勢を見せることが大事。 あいさつは大人がしなければ子どもがしない。－ 

旧教育会館の利用方法は教育委員会としても要望をあげていきたい。書庫とし

ての利用も考えられる。 － 国が進める GIGA スクール構想で視力の低下が

心配される。画面を長く見つめるのは良くない。時間を決めて使用するなど、

過度な使用はやめるべき。 － 千曲市、安曇野市をはじめとして自転車を活

用した施策が注目を集めている。 － 新たに専用道をつくるのは困難と思う。

現有の資源を生かした利用が可能では。 － 岡せぎ沿いを活用できるのでは。

景色も良いし、車の運行を制限すればよい。 － ＣＭ大賞、最優秀賞受賞は

大変おめでたい。コンビニが 5店ありますというのを強調しすぎ。コンビニ＝

池田町らしさに繋がるのかが疑問である。もっと特産物を強調した内容がいい

のでは。 － 今はコンビニのほうが訴える力があるのでは。テーマはゆるい

なかである。注目を集めるつくりになっている。－ 不安があったが、成人式

を開催できてよかった。参加者はとても喜んでいたし、感謝していた。若い人

を町の施策等に利用できればいい。子どもが講師になって大人を教える。学び

なおす、スキルを伸ばす、ウィンウィンの状況ができると思う。若い人の意見

を多く取り入れてほしい。 － マスコミも多く来場し注目を集めた。成人者

自身もあらゆる場面で配慮している姿を見受けられ、若者のパワーも感じられ

た。 － あいさつが立派だった。 － 振袖姿は華やかだった。開催時期の

検討も必要では。 － 担任の先生に、退出のアナウンスをしてほしい。 － 



コロナのことを考えると蔓延する冬場より夏場が良いのでは。 － 振袖はお

金がかかるとの意見もあった。このような状況では、キャンセルも急になりキ

ャンセル料も多額となる。－ 成人式は 20歳という流れで良いか。 － 3学

年一緒になってもいけないから 20 歳でよい。 － オンラインも併用して 8

月開催で準備を進めたい。 オンライン併用となると会場は創造館でなく、交

流センターとしたい。優秀なスタッフのおかげあった。－ 振袖が着れてうら

やましいという声もあった。開催したことに対する批判もあったが、教育委員

の皆さんの後押しがあったので、開催できたと思う。  

－ 学校関係にコロナ陽性者が出た場合のマニュアルはあるのか。 － 国か

らの方針もあり対応策はできている。長期休校にするのは考えにくい状況であ

るが、感染を広げないことが大事。そのシミュレーションは対応できていると

思う。 － 白馬村で感染が広がっている。 － 保育園は学びの保証が必要

な小中学校と事情が違う。なるべく休園にしたくないが、濃厚接触というのは

避けられない状況である。距離を開けるということができないので、休むこと

になるだろう。児童センターは働く方の支援ということで、できる限り開館す

るという方針になろうかと思う。 

 

・南部地教委連絡協議会 → 今年度は中止とする。来年度、池田町が当番で実施と 

する 

   

  

８ 閉会 


