
池田町教育委員会 5月定例会の概要 

 

日   時   令和 3年 5月 25日（火） 午後 3時～午後 5時 32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、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  

   ・4月 19日 中信市町村教育委員会連絡協議会（オンライン会議） 

21日  池田美術協会懇／保小中合同研修（オンライン） 

22日 大町警察署セイフティリーダー委嘱式（会染小）／わのもりフリース  

クール視察（町内） 

24日  長野県市町村対抗駅伝出陣式 

26日  安曇野・大北地域の高等学校を考える合同部会（大町市）／議会全員 

協議会 

27日 富士見町教育長を訪問／池田町スポーツ推進委員会 

28日 課長会議 

30日 展望美術館寄付寄贈式（塩入氏） 

 

       5月  2日 コロナ対策会議（高瀬中） 

７日 保小中接続カリキュラム協議会（池小） 

10日 課長会議 

11日 臨時議会 

12日 議会食育特別委員会 

13日 日本郵政池田郵便局と包括連携協定締結式／GIGAスクール運用会議 

／高瀬中スポーツ文化活動運営委員会 

14 日 安曇野・大北地域の高等学校を考える合同部会（大町市）／3 校 PTA    

連合会役員会 

17日 課長会議 

18日 会染保育園のこれからを考える町民懇談会（午前と夜間） 

19日 自治会協議会 

20日  県庁会議／大町税務署会議／ステップアップ塾会議／横浜交流実行 

   委員会 



23日   ゲートボール開幕式 

24日  課長会議／大北市町村教育委員会連絡協議会 

25日 校園長会／学校保育課・生涯学習課係長会議／定例教育委員会 

 

 

 （２）諸報告 

■学校 

４月 ９日 高瀬中 部活動発足   

16日 池田小 １年生を迎える会 

21日 保小中合同研修会（ZOOMミーティング 伏木先生ご指導） 

28日 会染小 １年生を迎える会 

高瀬中 参観日① （※小学校参観日中止） 

30日 高瀬中 臨時休校（コロナ対応） 

５月 ７日 池田小２年生活科遠足（会染小へ） 

10日 高瀬中 部活参観説明会 

※小中共に家庭訪問；家の場所確認のみ 

14日 会染小３年生地域探険② 

17日 池田小運動会特別時間割開始 

18日～31日 保小中教職員前期参観旬間（小学校） 

 

■認定こども園 

４月 13・19日       園長・主任が小学校参観 

４月 22日        耳鼻科検診 

４月 28日  引き渡し訓練（池田保育園） 

４月 30日  引き渡し訓練（会染保育園） 

５月 17日～        家庭訪問中止 家の確認のみ 

保育園バス  マスク着用・窓を開けて乗車しクラフトパーク・農村広場のみとす

る 

雨天時の室内は、中止 

５月中旬の運動教室・英語で遊ぼうは、延期する。 

 

■池田児童クラブ・会染児童センター 

・５月１日～17日 新型コロナウイルス感染拡大防止措置により児童センター閉

館 

（午前中・土曜日）※下校後の児童の受け入れ（児童クラブ）は運営 

・５月 14日    職員研修延期（大北圏域障がい者総合支援センタースクラム

ネット安藤千栄子先生）→６月 11 日に延期。密を避ける為

に人数制限（就職２年以内の職員）を設け実施予定。 



■文化財・記念館 

・４月 30 日（金） 木版画家塩入久氏（松本市：池田郵便局風景印作者）より、    

観光振興に役立てて欲しいと風景印「てるてる坊主・唄のふるさと 池田」と

「童謡てるてる坊主 歌詞」の版画２点が寄贈されました。作品は浅原六朗文

学記念館に展示します。 

 

■公民館 

・５月２日～17日 臨時休館 

・令和３年度 池田学問所開始 

５月 27日 みのり塾 

５月 28日 ぽれぽれ塾 

５月 22日 ふるさとチャレンジ塾 

 

■図書館 

・４月 12日 ちいさいおともだちのおはなしでてこ～い！！  

・５月２日～17日 臨時休館 

       

■クラフトパーク 

公園内の整備・修繕（山の案内板、休憩施設漏電、公園北トイレ水洗の不具合） 

 

■総合体育館   ナイターソフト 6月 1日開幕。7チーム参加予定 

  － コロナの影響で、突然の休館等をお知らせする良い方法がないか。 － SNS

等を利用する方 法もあるが、どのような方法が良いか必要があると思う。－

総合体育館の駐車場、増設されキャパ増えたが中学校の行事等で参加者が利用

しても良いか。 － 特段制限の予定はない 

     

２ ６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。中体連の大会は開催予定

だが県内感染レベルが５に上がれば、中止もあり得るかもしれない。保育園の保

護者参観は中止。童謡まつりも中止である。 

    

３ 議事 

議案第 1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。 

 

議案第２号 浅原六朗文学記念館協議会委員の委嘱について 

 → 文化財保護推進室長より説明。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 

 → 学校保育課長補佐より説明。異議なく承認された。 

議案第４号 池田町いじめ問題調査委員会設置要綱の制定について 

 → 学校保育課長補佐より説明。現在、重大な事案が発生しているということでは

ない。事案が発生した際に、迅速に対応できるよう関係要綱等の整備をするも

の。 

  － 委員の人選は。 － 議案承認後、すみやかに対応したい。－ いじめが複

数ある場合も、ひとつの委員会が担当するのか。 － そのとおり。 － 

いじめは教師と生徒間でも定義されるのか。 － 体罰として学校教育法で

定義される。児童生徒同士間でのものが該当となる。 － 調査委員会と再

調査員会のメンバーは別か。 － そのとおり。 

   異議なく承認された。 

   

議案第５号 池田町特別職の職員等の給与に関する条例及び池田町執行機関の附属機 

関設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

   → 学校保育課長補佐より説明。異議なく承認された。 

 

  議案第６号 令和３年度 池田町一般会計補正予算（第１号）について 

   → 各担当係長等より説明。 

－ クラフトパークのトイレ、なぜ改修が必要か。 － ハーブセンターのトイ 

レを先に修繕するべきとの声もある。利用人数はハーブセンターが多いと思わ

れるから。 － 人数的なことでなく、トイレの整備は大事である。予算を見

ながら計画的に効果的に実施していくということ。 － コロナ交付金、感染

防止対策に第一に使ってほしい。経済的に困窮している人に回るような政策を

期待したい。 － 教室の消毒等はスクールサポートスタッフだけに頼ること

の無いようにしてほしい。体制の見直しも大事である。 

  異議なく承認された。 

 

議案第７号 令和３年度 池田町一般会計補正予算（第２号）について 

   → 各担当係長等より説明。異議なく承認された。 

 

４  協議事項 

（１）令和３年度 池田町成人式について 

→ 学校保育課長補佐より説明。来年８月に延期。令和４年度に同時に２学年を時 

間を変えて行うことを想定。オンライン開催では実感がわかない。友人と直接会

いたいという声もあるため。コロナの異常事態。参加者が全員安全で参加できる

体制をとりたい。 

  － 晴着を着れる着れないの格差がある。ラフな格好もできる夏が良い。 － 



ワクチンの注射は終わると思うが、みんなが集まれるというのはやはり１年後か。 

－ 延期ならば早く対象者に知らせてほしい。 － １日で２学年同時開催は抵

抗がある人もいると思う。和服を着たいという声もある。－ 式に出たいという

より、友人に会いたいという思いが強い。 

 

５ 後援依頼について 

（１）承認等申請  

①ミャンマー支援コンサートと Bioマルシェ 

②歴史講演会「信濃安曇族のルーツを求めて③」 

③明るい選挙啓発ポスター作品募集 

④あづみ野フィールドコンサート 2021 

⑤高瀬川観察会 

⑥第 52回池田町早起野球大会 

⑦実家の茶の間 年間イベント 

⑧山の日ポスター展 2021 

⑨第 39回 長野県あずみ野剣道交流大会 第 10回 塩の道（千国道）剣道演武大会 

⑩幼児、児童向け チアダンス無料体験イベント 

⑪第 16回上原良司を偲ぶ集い 

⑫マイクロプラスチック・ストーリー 

⑬やまほいく研修会 汐見稔幸講演会 

－ ①～⑥は専決承認 ⑦～⑨、⑪～⑬は承認、⑩は不承認  

 

６ その他 

（１）土曜ふるさとクラブについて及び５校園保健委員会について  

  → 学校支援コーディネーターより説明。 

   － 保小中 15 年プラン実践ガイドブックのダイジェスト版でなく本編を資料でい

ただきたい。部外秘か。広めていいと思う。 

 

（２）中信教育事務所 主幹指導主事の学校訪問予定について    

６月 ３日（木）午後１時 20分～  高瀬中  

６月 21日（水）午後 2時 10分～  会染小 

７月 ６日 (火) 午前         池田小           

 

（３）大北市町村教育委員会連絡協議会総会について 

    ６月 28日（月）午前 10時開会  場所:白馬村    8時 30分役場発 

            

（４）令和３年度 長野県市町村女性教育委員連絡協議会について 

    ６月 30日（水）午前 10時 30分～午後 0時 30分  場所:飯山市 



  不参加とする 

 

●中止の会議等 

    令和３年度 長野県町村教育長会研修総会（7月 1日白馬村で開催予定であった） 

 

    － 教育委員会の職員がコロナに感染した。身近な人であり驚きもあった。この

職員が担当部署の仕事を全部やっている印象がある。他の人が全く分からな

い状況は良くない。人材の適正な配置を検討してほしい。 

 

 （５）県教育委員会及び市町村教育委員会相互の任命及び人事等に関する了解事項の取

り交わしについて 

    → 学校保育係長より説明。 

 

７ 閉会 

 


