
池田町教育委員会 11月定例会の概要 

 

 

日   時   令和３年 11月 16日（火） 午後３時～午後４時 08分 

場   所   池田町役場２階中会議室 

出 席 者 

 委員     竹内教育長、小澤教育長職務代理者、森泉委員、後藤委員 

 欠席委員  松澤委員 

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

クラブ長、生涯学習課長、生涯学習係長、学校支援コーディネーター、学校

教育指導員、創造館長、文化財保護推進室長 

 書記  学校保育係長 

 傍聴  無 

 

 

１  報告 

（１）教育長業務報告  

10月 22日（金） 就学支援小委員会／小中 3校 PTA懇談会 

23日（土） 第 6回教育大綱町民懇談会 

25日（月） 教育大綱普及推進研究部会 

26日（火） 校長園長会 

27日（水） ろうきん大町支店寄付贈呈式 

29日（土） 池田小学校音楽会／みんなの文化祭開会式／ 

会染児童センター池工定時制生徒実習 

31日（日） 浅原六朗文学記念館見学ツアー対応（松本短大山田先生関係） 

11月 1日（月） 課長会議／県主催学びの改革フォーラムオンライン研修参加 

2日（火） 予算担当者会議 

3日（水） 池田町ゲートボール協会秋季大会開会式／ 

みんなの文化祭芸能発表参観 

4日（木） 県教委幼年教育課程研究協議会（松川北保育園、松川小学校）／ 

月森先生研修（池田小学校） 

5日（金） 月森先生研修（池田保育園）／12月補正予算査定 

6日（土） 池田工業高等学校100周年記念行事（欠席）／図書館まつり（～7日：欠席） 

7日（日） クラフトパークまつり（欠席） 

8日（月） 大北市町村教育委員会連絡協議会 

9日（火） 教頭主任部会／会染小学校就学相談 

10日（水） 議会全員協議会（欠席）／臨時議会（欠席） 

11日（木） 県教委視察／保小中合同研修（講師伏木先生） 

12日（金） 文化財保護委員会 

15日（月） 戦没者追悼式／富山県朝日町教育委員会視察対応／ 

大北地域教育長送別会／まちづくり懇談会（欠席） 



      16日（火） 校長園長会／11月定例教育委員会／まちづくり懇談会 

 

（２）諸報告 

■学校 

10月 14日 池田小１年セカンドステップ③ 

    15日  会染小１年遠足 

    16日～17日  高瀬中新人戦【卓球・野球】 

    20日  来入児健診（やすらぎ） 

    21日  会染小２年遠足・１年セカンドステップ 

    22日  高瀬中前期終業式・後期始業式 

    22日  三校 PTA連合会教育懇談会 

    23日  第６回子どもがまんなか教育大綱町民懇談会 

    23日～24日新人戦【テニス・卓球・バスケ・野球】 

25日  池田小３年社会科見学・高瀬中２年、保護者ＣＡＰ 

    26日  会染小６年化石見学・４年安養交流 

    26日～27日  高瀬中３年修学旅行（28日計画休） 

    28日  高瀬中１・２年学年・学級企画行事 

    29日  池田小 音楽会 

    29日～31日  小中「みんなの文化祭」作品展示 

    30日  会染小持久走記録会・新人戦【野球】 

  11月２日  池田小避難訓練③ 

    ３日  芸能祭 土曜ふるさとクラブ【太鼓クラブ】発表 

    ４日  月森久江先生ご指導（池田小） 

５日  月森久江先生ご指導（池田保）・高瀬中参観日③ 

池田小５年社会科見学・会染小避難訓練 

    ６日  創造館祭り 土曜ふるさとクラブ【けん玉・こま】発表 

    ６日～７日  新人戦【バレー・バスケ】 

    ９日～10日  池田小６年修学旅行（11日計画休） 

    ９日  会染小３年ネギ畑（田中学さん）見学 

    10日～11日 会染小６年修学旅行（12日計画休） 

    11日  池田小１年セカンドステップ④ 

保小中合同研修（高瀬中３年生授業参観・伏木先生指導） 

    12日  会染小１年セカンドステップ 

    13日～14日 新人戦【バドミントン・卓球・バレー】 

    14日  メディア利用を考える日 

    16日  会染小５年社会科見学 

     → 11月 6日 池工 100周年記念行事 

      



■認定こども園 

・10月 18日～25日 個別懇談会（両園） 

・10月 20日  入園説明会（両園）やすらぎにて 

・10月 21日  秋の遠足（3,4歳児）・木育活動<大峰探検>（5歳児） 

・10月 22日  遠足予備日 両園小学校や中学校と交流 

・11月５日   月森 久江先生研修会（池田保育園） 

・11月 8・15日  人形劇<人形劇団 ホ―ボーズパペットシアター> 

・11月 11日  合同研修会 午後希望保育 

 

■池田児童クラブ・会染児童センター 

・10月 29日 池田工業高校定時制職場体験３名来館（会染児童センター） 

・10月 30日～両施設、自動水栓取付作業（株式会社中部水工） 

・11月 12日 職員研修（スクラムネット安藤先生） 

会染児童Ｃ職員・会染放課後子ども教室職員 

 

■文化財・記念館 

・11月６日（土）～12月５日（日）弥生時代特別展 

・11月 12日（金）文化財保護委員会 

 

■公民館 

・10月 16日 ふるさとチャレンジ塾 植物によるアートフラワー 

・10月 21日 みのり塾 アメリカンフラワーづくり 

・10月 23日 ポレポレ塾 ポレポレプラス 

・11月 11日 みのり塾 手相と認知症予防 

・11月 12日 ポレポレ塾 おはなしのくに～♪ 

・10月 29-31日 みんなの文化祭 展示     約 970点 来場 1481人 

・11月 3日 みんなの文化祭 芸能発表   18組   来場 552人 

 

■図書館 

・10月 14日 図書館職員といっしょに③  

  午前の部 読書会・宮沢賢治「十力の金剛石」を読む 

  午後の部 ストーンアレンジ講座 

・10月 21日 ぶっくかふぇ・いけだ 

・11月 2日 交流センターかえで・図書館部会主催  

  本のリサイクル広場開始(～20日まで) 

・11月 5日 ブックスタート 

・11月 6日～7日 第 23回図書館まつり 

  サテライト会場として斎藤幸平氏の基調講演を開催 



・11月 9日 池田保育園年長児 園外保育来館 

・11月 10日 ちいさいおともだちのおはなしでてこ～い！ 

  (かえでキッズお話広場共催) 

 

■クラフトパーク 

・10月 23日、11月 2日 第２キューピクルで漏電ブザーによる警報対応、経過観察中 

・11月 3日 美術館「北アルプスの里コネクト展」開催、初の大北連携による美術展 

・11月 6日、7日 創造館「秋まつり」（リレーコンサート、手づくり市） 約 300人 

・11月 7日 クラフトパーク野外コンサート「アルプホルンの響き」 約 150～200人 

 

 

■総合体育館 

・11月６日  町民ボッチャ大会 約 30人 

・11月９日  ボッチャ交流会（大かえで倶楽部と社協桑の木） 

・11月 16日  ボッチャ交流会（大かえで倶楽部と安曇養護学校） 

 

２ 12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。 

   → 池工の存続について、町長は統合ではなく単独存続を求め続けている。今後、

県教委から方向性も示されると思う。－ 統合が議論される中、定時制の扱い

は。 － 宙に浮いている状況。どうなるか見えない状態である。 

 

３ 議事 

議案第１号 池田町文化財保護委員の委嘱について 

   → 文化財保護推進室長より説明。全員再任。 

異議なく承認された。 

  

議案第２号 令和３年度一般会計補正予算（第６号）について 

   → 各係長等が説明。 

    － 児童センターの公用車購入、ガソリンこの予算で足りるのか。 － 1 月か

ら 3 月のみ。移動距離は児童センターと役場の往復程度である。－ 教育長不

在で、予算の時期に空白期間ができてしまう。－ 予算編成を心掛けたい。 

異議なく承認された。 

 

議案第３号 池田町学びの郷活性化委員会委員の委嘱について 

   → 学校課長補佐より説明。 

    異議なく承認された。 

 



４ 協議事項 

特になし  

 

５ 後援依頼について 

   依頼なし 

 

６ その他 

（１）会染保育園の方向性に関する町民説明会開催について 

→学校保育課長補佐より説明。3か所で開催し、町ＨＰでも意見を募集する。 

    

７ 閉会 


