
池田町教育委員会 12月定例会の概要 

 

 

日   時   令和３年 12月 23日（木） 午後３時～午後４時 28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、学校支援コーディ

ネーター、学校教育指導員、創造館長 

 書記  学校保育係長 

 傍聴  無 

 

 

１  報告 

（１）教育長業務報告 ※予定含む 

11月 17日 信州池田町学びの郷活性化委員会（第２回） 

18日 会染保育園の今後に関する町民説明会（交流センター） 

19日 会染保育園の今後に関する町民説明会（会染児童センター） 

池田小学校授業参観／まちづくり懇談会（創造館） 

20日 土曜ふるさとクラブ（そば打ち体験）／ふるさとチャレンジ塾 

（交流センター） 

22日 第７回教育大綱町民懇談会（インクルーシブ教育） 

会染保育園の今後に関する町民説明会（会染小学校） 

24日 課長会議 

25日  12月補正予算査定（学校保育課） 

26日 健康長寿推進会議（交流センター） 

28日 ウィキペディアタウン in池田（交流センター） 

29日 議会全員協議会 

30日 県主催信州型自然保育専門研修（軽井沢） 

   12月 ２日 セカンドブック贈呈式（池田小、会染小）／課長会議／自治会協議会 

３日 就学支援委員会総会 

４日 北安南リトルシニア卒団式 

６日 12月町議会開会（～17日） 

７日 組合池田単組要望懇談 

８日 議会予算決算特別委員会・総務福祉委員会 

来年度当初予算査定（学校保育課） 

９日 議会予算決算特別委員会・振興文教委員会 



10日 会染保育園見学／来年度当初予算査定（小学校・学校保育課） 

第８回教育大綱町民懇談会（みんなでスポーツ） 

13日 議会一般質問 

14日 議会一般質問／課長会議／白馬村図書館視察 

15日 県政要望／来年度当初予算査定（中学校） 

大北地域の高校の将来を考える協議会 

17日  議会閉会日／保育園クリスマス会 

18日  県主催オンラインイベント「ラーンバイクリエーション」（～19日） 

   20日 課長会議／池田保育園見学／教育大綱普及推進研究部会 

     21日  来年度当初予算町長査定（学校保育課） 

 22日  来年度当初予算町長査定（学校保育課） 

     23日  校長園長会／教育委員会 12月定例会 

     24日  来年度当初予算町長査定（生涯学習課） 

給食センター来年度当初予算査定 

     27日  来年度当初予算町長査定（生涯学習課）／給食センター仕事納め 

     28日  課長会議／仕事納めの会／離任式 

 

 

（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 

 

 

■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～12月５日  弥生時代特別展 

・11月 12日 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 １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。 



   － こども・おとながつくる詩・短歌・俳句作品を募集中である。 

 

３ 議事 

議案第１号 池田町児童生徒奨学補助金交付要綱の一部を改正する要綱の制定につ

いて 

       → 学校保育係長より説明。異議なく承認された。 

  

 

４ 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。学校長の意見等を考慮し許可とした。 

 

（２）令和４年度成人式について 

   →学校課長補佐より説明。８月 14日（土）午前と午後に分けて行う。午前が令和３

年度対象者、午後が４年度対象者とする予定。 

    － 昼時間もあり午前と午後の間をあけてほしい。対象者が混乱しないよう、ス

ムーズな進行をのぞむ。 

 

（３）美術館指定管理について 

   →生涯学習課長より説明。指定管理は平成３０年度から令和４年度までの５年間。

行財政改革の中で議論があるが、閉館せず５年度以降も指定管理によって運営を

継続していきたい。人件費、電気料等経費は抑えられている。継続の方向で今か

ら準備をしていく必要がある。長寿命化計画策定し、補助等を受けながら施設改

修等を行っていきたい。財政が厳しい中であるが、他市町村等との関係もあり簡

単に結論を出せるものではないので、丁寧な議論を進めたい。 

－ 文化芸術施設は採算性が伴わないものがあるが、意識の向上に寄与している。

－ ムダな部分は省きつつ、収益も上げていけたら良い。 － 小さいイベント

もぽつぽつと考えてほしい。 － 美術館に入りずらい雰囲気があるとも聞く。

子ども主体の企画展を考えてほしい。 － フードサンプル展のような楽しいイ

ベントを企画してほしい。 － 情報発信も積極的に行うべき。 － 土地利用

計画で民間等の利用は制限されている。 

 

（４）かえで広場遊具設置について 

   →生涯学習係長より説明。令和４年度着手予定。子どもたちが喜んで利用できる施

設にしたい。プロポーザル方式を考えている。 

    － すべり台、ローラー式はどうか。－ すべり台には色々なアスレティック施

設を付随できる。 － 事故等に気をつけ安全な施設を心掛けたい。 － 他

市町村の施設も参考にしたい。－ 木製が良い。－ 97件のご意見をいただ



いた。関心が高いといえる。 － ワークショップ等により町民の意見を聞

く機会を設けたい。 

 

 

５ 後援依頼について 

 （１）承認等申請 

   ①いただきます２ オーガニック給食編 

   － 条件付き承認とする 

 

 

６ その他 

県招地教委連絡会開催について １月 11日開催。職務代理者出席予定 

  

   

７ 閉会 


