
池田町教育委員会 6月定例会の概要 

 

日   時   令和 3年 6月 22日（火） 午後 3時～午後 5時 12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、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  

5月 26日（水） 議会議員協議会／支援員会議／信州池田町学びの郷活性化委員会 

27日（木） 課長会議 

28日（金） ポレポレ見学／行財政改革推進委員会／ 

31日（月） 池田町芸術文化協会総会 

6月 １日（火） 課長会議／池田工業高校を育てる懇話会 

２日（水） 議会全員協議会 

３日（木） 中信教育事務所所長、課長、主幹指導主事訪問（高瀬中）／教育大綱 

普及推進研究部会 

４日（金） 中山俊夫先生告別式弔問／池田松川組合給食センター教育委員会臨  

時会／課長会議 

５日（土）  池田小学校運動会参観／シンポジウム「地域産業を担う専門高校に求め 

られるもの」 

７日（月） 課長会議／GIGA スクール運営会議／ 

８日（火） ６月議会開会 

９日（水） 議会予算決算特別委員会・総務福祉委員会 

10日（木） 議会予算決算特別委員会・振興文教委員会／第 4回教育大綱町民懇談 

        会 

11日（金） 研究主任部会 

14日（月） 交流センターかえでの長野建築会最優秀賞受賞の町長報告同席 

15日（火） 議会一般質問（1日目） 

16日（水） 議会一般質問（2日目） 

18日（金） 議会最終日 

20日（日） 県芸術監督団委託アーティスト来町に同行／上原良司を忍ぶ会 

21 日（月） 課長会議／中信教育事務所主幹指導主事来訪（会染小学校）／男女共 

同参画会議 



22日（火） 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 

５月 18日 会染小交通安全教室 

20日 会染小３年生地域探険③ 

24日 高瀬中初夏の読書旬間（～６／４） 

25日 池田小４年生社会科見学 会染小３年生地域探険④ 校園長会② 

26日 会染小３年生大北地区森林祭 

高瀬中３年生復習テスト、１・２年生学級学年企画行事 

27日 小６・中３ 全国学力・学習状況調査 

６月３日 高瀬中主幹指導主事訪問 

４日 会染小４年生社会科見学（上下水道） 

高瀬中部活動壮行会 

５日 池田小運動会  中信中学生陸上・テニス 

６日 中信小学生陸上 

池田小 100m・会染小リレー・コンバインド県大会出場 

７日 会染小防犯訓練 

10日 会染小セカンドステップ①・３年生社会科見学（大雪渓） 

15日 池田小６年生社会科見学（県立歴史館） 

 

■認定こども園 

・５月 25日会染 26日(水)池田 交通安全教室 延期 

・６月２,９日 池田 ３,10日 会染 参観日中止 

・６月 18日 両園年長児お楽しみ会 

 

■池田児童クラブ・会染児童センター 

・放課後子ども教室６月より開所。（毎週月曜日、水曜日）体験活動やスポーツ、 

地域住民との交流活動を楽しむ。 

・６月９日  池田放課後子ども教室地域探検「バスでクラフトパークへ」19名参

加。 

・６月７日  池田児童クラブ一日開館（池田小学校運動会振替休日） 

・６月 11日  職員研修（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）密を避ける為に人数制限（就職２年目の職員）を設け実施。 

 

■文化財・記念館 

 ・特になし 

 



■公民館 

・５月 27日 みのり塾 北アルプス展望美術館を楽しもう！ 

・６月 10日 みのり塾 食育を考える！骨の健康栄養セミナー 

・５月 22日 ふるさとチャレンジ塾 ふるチャレ畑で野菜づくり！ 

・５月 28日 ポレポレ塾開講 

・６月 11日 ポレポレ塾 てるてる坊主を作り交流センターに展示中 

 

■図書館 

・５月 26日 ハーブを楽しむ連続企画① 寄せ植え講座 

・６月８日～25日 

本のリサイクル広場（交流センターかえでの会 図書館部会との連携企画） 

・６月９日 ちいさいおともだちのおはなしでてこ～い！！ 

 

■クラフトパーク 

・６月６日 シルバーバックス「あづみ野フィールドコンサート 2021」 

（教育委員会後援・創造館協力）約 200名の鑑賞者 

 

■総合体育館 

・６月３日  ナイターソフトボール大会開幕 ７分館参加 

      

２ ７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。 

－ てるてる広場、芝生の部分が７月１日から供用開始となる。使用上の注意事項

は看板等で掲示し、ルールを守りながら、町民の憩いの場となることを願って

いる。 

－ 6 月 26 日と 7 月 3 日、教育委員会の関係職員がコロナワクチンの優先接種を

受ける。106名が対象で、原則 60歳未満で希望する職員、他市町村の職員も可

である。 

－ あいさつ運動、民生児童委員会では協力しないと会長から発言があった。会染

小、高瀬中は従来どおり行うが、池田小が今までの方法でなく、独自で行うと

いうことで、結論を出したのかもしれない。従来のあいさつ運動はやらないか

ら、もう協力はしないといことであろう。  

※上記は、教育委員からの発言趣旨。 

－ 協力団体等に意向調査は 2 回行った。60%以上の人が、コロナが治まったら従

来どおり校門前であいさつ運動するやり方が良いという回答であった。 

－ 池田小が地域のあいさつ運動に参加しない、ということが誤解されているかも

しれない。運動がまったく無くなるわけではない。春と秋の交通安全運動に乗

っかる形で、新しく運動を展開する方法を検討中である。形態は変わるが、池



田小だけ外すという考えはない。多くの人を巻き込んだ運動ができればいい。 

丁寧に説明する時間が必要。行き違いがないようにしたい。 

 

３ 議事 

議案第 1 号 池田町立小、中学校体育施設の開放に関する規則の一部を改正する規則

の制定について 

 → 総合体育館長より説明。異議なく承認された。 

 

議案第２号 池田町社会教育委員の委嘱について 

 → 生涯学習係長より説明。異議なく承認された。 

 

議案第３号 池田町公民館運営審議会委員の委嘱について 

 → 生涯学習係長より説明。異議なく承認された。 

  － すべて大字池田のメンバーであるが、地域のバランスも必要では。 － 池 

田はひとつ。池田、会染と分ける必要はないのでは。こだわることはない。 

－ 定員は 6名か。 － 10名以内である。 － 委員の追加等も検討した

い。 

 

議案第４号 令和３年度就学援助者の認定について 

 → 学校保育係長より説明。異議なく承認された。 

   

議案第５号 令和３年度就学援助者の不認定について 

   → 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。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。 

    － 池田の子が会染に行く。地域の行事に参加しやすいような受け皿づくりが必

要。学区と地元のつながりが上手に連携できたらいい。 

 

（３）池田町教育委員会事務局（学校保育課・生涯学習課）新型コロナ陽性判明後 

対応マニュアルについて 

   → 教育長より説明。意識を共有し、役場全体で統一した意識・行動が必要。マニ

ュアルは今後ブラッシュアップしたい。課のリーダーである課長が休むことにな

った時などの体制づくりが重要。 



 

５ 後援依頼について 

（１）承認等申請  

①2021七夕まつり いのちと平和のフェスティバル 

②EDUばた通信（フリーペーパー） 

③教育大綱リーフレット「子どもがまんなか」 

④KID‘S DAY mini 

⑤令和 3年度 大北地区吹奏楽交歓会 

－ ①は専決承認 ②、③は不承認、④、⑤は承認  

 

６ その他 

（１）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   ※午前８時 30分役場発 

 

（２）中信教育事務所 主幹指導主事の学校訪問について  

７月６日 (火)  池田小  午前９時 10分集合 

 

（３）県教組大町北安曇支部との事前打ち合わせ・懇談会について 

    ７月６日（火） 午後４時～     打ち合わせ  場所:北アルプス市町村会館 

午後４時 30分～ 懇談会    場所:北安曇教育会館 

                        ※教育長及び職務代理者出席 

            

（４）市町村教育委員会と県教育委員会との懇談会について 

７月 21日（水）午後１時 30分～午後４時     Web会議による 

                       ※教育長及び職務代理者参加 

 

   － 7 月 25 日（日）午前 10 時から交流センターで、教育委員会所管の公共施設の

あり方を考えるワークショップ、意見交換会を開催する。あわせて、かえで広

場に遊具を設置したいという考えがあるので、イラストを描いてもらったりな

どアイデアを集めたい。  

   － まずはアイデア。てるてる広場は、器用なお父さんを募集してベンチを作って

もらうとか、みんながみんなの公園であるという意識を持ってもらいたい。 

   － セカンドステップの新聞記事をお配りした。ぜひ一度ご覧いただきたい。 

 

７ 閉会 


