
池田町教育委員会 2月定例会の概要 

 

日   時   令和 3年 2月 26日（金） 午後 3時～午後 5時 46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、 

 欠席委員  後藤委員 

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、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  

・1月 23日から本日 2月 26日までの業務をまとめたのでご覧いただきたい。県主

催の教育イベントがオンラインでいくつか行われた。池工関連の会議等も開催さ

れた。高校再編の動きの中で、すぐに池工統合うんぬんではないと思うが、池工

を維持するために引き続き努力したい。2 月 25 日にはみのり塾で高瀬川物語講

演会が交流センターで開催され、大変盛況であった。 

 

 （２）諸報告 

   ■学校 

・１月 21日 合同研修 伏木先生 ZOOMミーティング（高瀬中学校中心） 

・２月４日 会染小４・５年学級 PTA  連携担当主任部会 

・２月８日 公立前期選抜 

・２月９日 会染小２・３年学級 PTA 

・２月 10日 高瀬中参観日 第３回池田町学びの郷活性化委員会 

・２月 11日 第２回子どもがまんなか教育大綱町民懇談会 

・２月 12日 池田小３・４年学級 PTA 

・２月 16日 池田小５・６年学級 PTA  会染小１・６年学級 PTA 

公立前期選抜発表 

 

■認定こども園 

・１月 25日  池田保 一日入園 ・４グループに分けて面談(１グループ 5～6名) 

1月 26日  会染保 一日入園 ・園長、主任で面接を行う。 

・１月 27日 入園及び在園児審査員会 

・２月２日 節分のため豆まき 豆を食べることは、３歳以上児のみ年の数のみ。 



・２月 17日 会染保 3・5歳児参観日  ・未満児・4歳児は 24日(池) 

・２月 18日 池田保 3・5歳児参観日   と 3月 1日(会) 

                         ・各年齢 1時間で９:00～と 10:00～の 

２グループに分けて行う。 

 

■池田児童クラブ・会染児童センター 

・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 

・１月 26日  令和３年度児童クラブ利用説明会（会染小学校一日入学説明会時） 

・１月 29日           〃    （池田小学校    〃   ） 

・２月２日  児童クラブ・児童センター豆まき 

・２月１日・３日 放課後子ども教室豆まき 

    

■文化財・記念館 

・子ども・おとながつくる詩・短歌・俳句  

応募数 子どもの部 536作品（前年度比＋10作品） おとなの部 24人 77作品 

入選作品は揮毫のうえ交流センターかえでに展示 

 

■公民館 

・１月 16日   ふるさとチャレンジ塾（中止） 

・１月 28日   みのり塾（中止） 

・１月 31日   ポレポレ塾（中止） 

・２月 12日   男女共同参画女性を対象とした講座 

・２月 18日   高瀬川かわものがたり展示作業（展示２月 19日～28日） 

 

■図書館 

・１月 19日～26日  蔵書点検作業のため休館 

・１月 26日   町内図書館（公共＆小中学校図書館）連絡会議 

・１月 27日   池田小放課後子ども教室来館 

・１月 29日   ブックスタート 

・２月 10日   ちいさいおともだちのおはなしでてこ～い！！ 

         － 交流センターは活気を感じる。来館者が増えている要因とは。 － 

中学生の利用が多い。居場所づくりの場になっている。ルール、

マナーも守ってくれる。中学生に限らず、利用者にとっては来館

すれば何かあるのではとの期待感もあるのではないか。  

 

■クラフトパーク 

・２月 14 日  創造館多目的ホールで「早春のスタインウェイ公募コンサート」を無

      



観客形式で開催。公民館の協力により、参加者 23名の演奏を録画。演

奏者の許諾を得て、３月中旬に創造館の多目的ホールと WEB上で公開

する予定。 

 

■総合体育館 

なし 

 

２ ３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。 

     

 

３ 第２次教育大綱に基づく目指すべき幼児期の学びと育ちのあり方 

  （最重要課題：会染保育園環境改善）について（中間答申） 

   → 学校保育課長補佐より説明。今年度、会染保育園施設の老朽化対策を中心に、

幼児教育あり方研究部会で 5 回審議を重ねてきた。議論を重ねる中で、この老

朽化対策が子どもたちが育つ環境を維持・向上させていく内容でなければなら

ない、もっと議論を重ね、幅広い意見をもらう中で、方向を決定したほうがい

いという結論になった。今年度中間答申を行い、来年度、令和 4 年度の予算編

成に間に合うよう 12月議会に答申することをめざす。事前に、この中間答申の

内容を保護者にメールでお知らせし、ご意見をいただくようにしたい。また、

ＨＰ等により広報し、住民の方からも意見をいただくようにする。 

 

４  議事 

議案第 1号 議案第 1号 令和２年度就学援助者の認定について 

      （小学校就学予定者への新入学学用品費の前倒し支給） 

→ 学校保育係長より説明。  

－ 前倒しの支給額は。 － 5万円程度である。 

異議なく承認された。 

 

議案第２号 令和２年度一般会計補正予算第 10号について 

→ 各担当係長等よりより説明。異議なく承認された。 

 

議案第３号 令和３年度一般会計予算について 

→ 各担当係長等よりより説明。 

   － 水曜ステップアップ塾で使用する児童生徒の机とイスのサイズがあってい

ない。 － 児童生徒本来と違う教室、異年齢のものを使っていることも理

由。うまく調達できればいいが難しい。 － 小中学校エアコン電気料の増

加に対応できるか。 － デマンド監視を行い節電に心がけているが、電気



料がどの程度増加するか、予想できない部分もある。例年の 1.2 倍程度と

予想していたが、夏場、中学校は特に電気料が増えたので、必要であれば補

正対応等で予算を確保していく。 － 東京から講師を招いて教職員の研

修を行っているが、コロナ禍でもあり、また旅費もかかる。県内の方を講師

としても良いのでは。－ 総合体育館南に造成している駐車場の出入りは

西側道路からできるか。 － 東西から出入りできる。 － 中学生は授業

でプールを使えるのか。－ 授業で使用できる。町民への一般開放は行わな

い。 水道料は中学校予算に措置してある。－ 耳鼻科検診は全学年、全児

童生徒が毎年受診しているのか。 － 確認したい。 

    異議なく承認された。 

 

議案第４号 池田町特別職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例の制

定について 

      → 学校保育係長より説明。異議なく承認された。 

 

議案第５号 池田町子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例の制定について 

  → 学校保育課長補佐より説明。異議なく承認された。 

 

議案第６号 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 

      → 学校保育課長補佐より説明。異議なく承認された。 

     

議案第７号 池田町病後児保育事業実施要綱の一部を改正する要綱の制定について 

→ 学校保育課長補佐より説明。異議なく承認された。 

 

５  協議事項 

（１）区域外就学の許可について 

→ 学校保育係長より説明。異議なく承認された。 

 

（２）指定校変更の許可について 

   → 学校保育係長より説明。異議なく承認された。 

 

６ 後援依頼について 

（１）専決報告  

① チョイス！ 

 

７ その他 

（１）令和２年度卒業式・卒園式  令和３年度入学式・入園式の日程について 



    → 学校教育指導員より説明。教育委員は来賓ではない。主催者側。委員への通

知は、今後、各校からそれぞれ発出するのでなく、事務局で一覧表にまとめ

てお送りすることとしたい。 

      － 来賓として通知をもらったが、文面の内容を確認いただき、きちんと推

敲してほしい。  

 

（２）令和３年度教育委員会関係の会議の日程について 

    → 学校教育指導員より説明。また、学校支援コーディネーターより令和 3 年度

の教育委員会年間行事予定表の説明。 

    

（３）第３回子どもがまんなか教育大綱町民懇談会開催について 

    → 定例会参加者に懇談会開催チラシを配布した 

 

８ 閉会 

 

 

 

 

 

 


